
愛知県立三好高等学校　運動部　年間活動計画 ＮＯ　１

入学式・始業式
4 部活動登録 総体　支部予選 総体　支部予選

総体　支部予選
県選手権大会 総体　支部予選

5 中間考査 総体　県大会 総体　県大会
総体　県大会

県選手権予選 全日本ジュニア選手権
6 総体　東海大会 総体　東海大会 総体　支部予選 総体　東海大会
期末考査 総体　県大会 国体　選考会

県選手権大会
7 終業式 支部　１年生大会 総体　東海大会

金鷲旗柔道大会
総体　全国大会 西三河大会

8 東海選手権大会 新人大会　支部予選
新人大会　支部予選 全国選抜大会 全国体育学科柔道大会

始業式 新人大会　支部予選
9 体育大会　文化祭 新人大会　県大会

新人大会　県大会 新人大会　支部個人予選
中間考査

10 U18・U20日本選手権
新人大会　県大会 新人大会　東海大会 新人大会　支部予選

県高校駅伝
11 学年別大会
期末考査 新人大会　支部個人予選
修学旅行

12 終業式

始業式
1 新人大会　県大会

日本室内陸上
2 学年末考査
雪上実習・水辺実習
卒業式

3 終業式

＜水泳部＞ ＜柔道部＞月 学校行事 ＜体操競技部＞ ＜陸上競技部＞

- 1 -



愛知県立三好高等学校　運動部　年間活動計画 ＮＯ　２

入学式・始業式
4 部活動登録 金鯱旗 豊田市民選手権大会 総体　支部予選 高円宮杯JFA U18愛知県サッカーリーグ

総体　支部予選
総体　支部予選 高円宮杯JFA U18愛知県サッカーリーグ

5 中間考査 総体　県大会 総体　県大会 総体　県大会
総体　県大会

総体　東海大会 高円宮杯JFA U18愛知県サッカーリーグ
6 かきつばた杯 豊田市遠的大会 総体　東海大会 総体　東海大会
期末考査 西三河剣道大会

県女子段別選手権大会 高円宮杯JFA U18愛知県サッカーリーグ
7 終業式 玉竜旗 県下高校生遠的大会 西三河支部サッカー大会

強化合宿
総体　全国大会 豊田市民総体 総体　全国大会

8 全三河高校剣道大会 西三河夏季大会 高円宮杯JFA U18愛知県サッカーリーグ
支部選手権大会

始業式 西三河段別選手権大会 中日本弓道選手権大会 高円宮杯JFA U18愛知県サッカーリーグ
9 体育大会　文化祭

中間考査 高円宮杯JFA U18愛知県サッカーリーグ
10 新人大会　支部予選 豊田市秋季弓道大会 選抜大会　支部予選 全国高校サッカー選手権愛知県大会

選抜大会　支部予選 選抜大会　県大会
選抜大会　県大会 高円宮杯JFA U18愛知県サッカーリーグ

11 選抜大会　県大会 選抜大会　県大会 全国高校サッカー選手権愛知県大会
期末考査
修学旅行 県武道館弓道大会 全国高校サッカー選手権

12 終業式 高山市長旗 強化合宿
選抜大会　全国大会

始業式 全国高校サッカー選手権
1 西三河高校剣道大会 新人大会　支部予選 新人大会　支部予選

新人大会　支部予選 新人大会　県大会
東海高校選抜 新人大会　県大会

2 学年末考査 剣聖旗 新人大会　県大会 新人大会　東海大会
雪上実習・水辺実習
卒業式 昭和区剣道大会

3 終業式 全国高校選抜

＜剣道部＞ ＜弓道部＞ ＜男子バスケットボール部＞ ＜サッカー部＞月 学校行事
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愛知県立三好高等学校　運動部　年間活動計画 ＮＯ　３

入学式・始業式 豊田・みよし市市民大会 豊田・みよし市市民大会
4 部活動登録 総体　支部予選 総体　支部予選 総体　支部予選 総体　支部予選　個人・団体

5 中間考査 総体　県大会 総体　県大会 総体　県大会 （総体　県大会　個人・団体）

6 総体　東海大会 総体　東海大会 総体　東海大会
期末考査

国民体育大会　支部予選　個人
7 終業式 愛知県選手権　支部予選 愛知県選手権　支部予選 （国民体育大会　県大会　個人）

全三河　支部予選　団体
愛知県選手権　県大会 愛知県選手権　県大会

8 （全三河　本戦　団体）
下村杯・西三総合大会 下村杯・西三総合大会 豊田市民総体ソフトテニス団体

始業式 全国高等学校ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ大会 新人大会　支部予選　個人・団体
9 体育大会　文化祭 愛知県大会

全日本選手権　支部予選 全日本選手権　支部予選
中間考査 全国高等学校ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ大会 （全三河　本戦　個人）

10 愛知県大会 （新人大会　県大会　個人・団体）

全国高等学校ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ大会 全日本選手権　県大会 全日本選手権　県大会 西三河選手権　個人
11 愛知県大会

期末考査
修学旅行 全国高等学校ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ大会

12 終業式 全国大会 西三選手権 西三選手権
新人大会　支部予選

始業式 新人大会　県大会 新人体育大会　支部予選 新人体育大会　支部予選
1

全三河大会 全三河大会
選抜大会　東海大会 新人体育大会　県大会 新人体育大会　県大会

2 学年末考査 1年生大会 1年生大会
雪上実習・水辺実習
卒業式 選抜大会　全国大会 西三河選手権　団体

3 終業式

＜女子バレーボール部＞ ＜男子ソフトテニス部＞＜ラグビー部＞ ＜男子バレーボール部＞月 学校行事
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愛知県立三好高等学校　運動部　年間活動計画 ＮＯ　４

入学式・始業式 春季県大会
4 部活動登録 総体　ソフトテニス支部予選　個人・団体 総体　支部予選

5 中間考査 （総体　ソフトテニス県大会　個人・団体） 全三河大会 総体　県大会
みよし市長杯争奪ソフトテニス個人

6 総体　東海大会
期末考査 選手権大会愛知大会

国民体育大会ソフトテニス支部予選個人 選手権大会愛知大会
7 終業式 （国民体育大会　ソフトテニス県大会個人） 選手権　支部予選

みよしオープンソフトテニス個人
全三河ソフトテニス支部予選団体 選手権　県大会

8 （全三河ソフトテニス団体） 秋季西三河大会
豊田市民総体ソフトテニス団体 西三河選手権

始業式 新人大会　ソフトテニス支部予選　個人・団体 秋季県大会
9 体育大会　文化祭

協会長杯
中間考査 （全三河ソフトテニス　個人） 全三河大会

10 （新人大会　ソフトテニス県大会　個人・団体）

西三河ソフトテニス選手権個人 寿杯
11 新人戦　支部予選
期末考査 みよし総合体育大会ソフトテニス個人
修学旅行

12 終業式
（常滑ソフトテニス　インドア団体） 新人戦　県大会

始業式 みよしインドアソフトテニス個人
1

ウィンターカップ
新人戦　東海大会

2 学年末考査
雪上実習・水辺実習 １年生大会
卒業式 西三河ソフトテニス選手権団体

3 終業式 みよし会長杯ソフトテニス個人
（田原ソフトテニス　個人） 春季西三河大会

＜ソフトテニス女子＞ ＜野球部＞ ＜ハンドボール部＞月 学校行事
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愛知県立三好高等学校　運動部　年間活動計画 ＮＯ　５

入学式・始業式 豊田市民大会
4 部活動登録 第１回国体予選会 総体　支部予選

5 中間考査 総体　県大会 総体　県大会 総体　県大会

6 総体　東海大会 総体　東海大会 総体　東海大会
期末考査

7 終業式 国体　東海ブロック大会 愛知県選手権大会

全三河大会
8 総体　全国大会 全国高校総体

国民体育大会　東海大会 ジュニア選手権大会
始業式 豊田市民選手権大会

9 体育大会　文化祭 選手権大会　県大会 新人大会　支部予選

中間考査 新人大会　県大会
10 国民体育大会　全国大会 国民体育大会 新人大会　県大会

新人大会　県大会
新人大会　東海大会

11 西三選手権大会
期末考査
修学旅行

12 終業式 全日本女子ボクシング選手権大会

始業式
1

2 学年末考査
雪上実習・水辺実習
卒業式

3 終業式 選抜大会　全国大会 海外派遣選手選考会

＜カヌースプリント部＞ ＜ソフトボール部＞＜ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ部＞月 学校行事
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