
【令和４年４月８日現在】

Ⅰ．主催事業

期　日 主管校 会　場

令和４年８月２０日（土）
　　 　 ～９月４日（日）

（ラグビー競技）
令和５年１月４日(水)・５日(木)・
　　　　　　７日(土)・９日(月)

令和４年１１月２７日(日） 国技館

ロボコン2022
地区大会

（東北地区大会） 令和４年１０月　２日(日）
仙台高専

広瀬キャンパス
仙台高等専門学校 広瀬キャンパス 第１体育館

（中国地区大会） 令和４年１０月　９日(日） 広島商船高専 東広島運動公園体育館

（四国地区大会） 令和４年１０月　９日(日） 新居浜高専 新居浜工業高等専門学校 第１体育館

（北海道地区大会） 令和４年１０月１６日(日） 旭川高専 旭川工業高等専門学校 第一体育館

（関東甲信越地区大会） 令和４年１０月１６日(日） 小山高専 栃木県立県南体育館

（東海北陸地区大会） 令和４年１０月２３日(日） 鈴鹿高専 鈴鹿市立体育館

（近畿地区大会） 令和４年１０月２３日(日） 和歌山高専 和歌山県立橋本体育館

（九州沖縄地区大会） 令和４年１０月３０日(日）
熊本高専

熊本キャンパス
合志市総合センター　ヴィーブル

予選：
令和４年６月２５日（土）

都立産業技術高専品川キャンパス

本選：
令和４年１０月１５日（土）
　　　～１０月１６日（日）

群馬高専 Ｇメッセ群馬

予選：
令和４年９月(作品受付）を予定
本選：
令和４年１２月１０日（土）
　　　～１２月１１日（日）

有明高専 大牟田文化会館

予選（シングル部門）：
令和４年　各地区予選の日程による

各地区による 各地区による

本選：
令和５年　１月　２８日（土）
　　　～　１月　２９日（日）

釧路高専 一橋大学　一橋講堂

Ⅱ．後援事業

事　　業　　名 期　日 主催 備考

令和４年８月２４日（水）
 　　～ ８月２６日（金）

北九州高専 ＡＩＭビル３階展示場

令和４年９月１日（木）
　　 ～９月２日（金）

神戸高専 兵庫県立弓道場

令和４年　月　日（土）：練習走行
令和４年　月　日（日）：決勝

Honda ツインリンクもてぎ

令和４年１２月１８日（日）（予定） 和歌山高専
全日本小中学生ロボット選手権の全国決勝リーグを前
日17日（土）に実施予定

令和４年７月後半～８月前半頃（予定） 日本教育シューズ協議会ほか

令和４年　７月　中旬～　８月　３１日(水)
（夏休みを中心に複数回実施）

オンライン、一部科学技術館でのリアルイベント実施
（予定）（7/30確定）

令和４年９月～令和４年１２月頃（予定） （7/30確定）

令和４年１２月下旬（予定） オンライン（7/30確定）

令和４年１２月下旬（予定） オンライン（7/30確定）

令和５年３月初旬（予定）
池袋サンシャインシティ噴水広場
（予定）（7/30確定）

令和４年４月２８日（木）
　　～　４月２９日（金）

日本ディープラーニング協会 日経ホール

令和５年２月（予定）：最終審査会
国立高専機構

防災科学技術研究所

令和５年３月中下旬（未定）：表彰審査 総務省
都内会場又はオンライン
事務局：株式会社サイバー創研

令和４年１２月１０～１１日：表彰審査
朝日新聞社、
テレビ朝日

日本科学未来館

（未定）：本選
国立高専機構

日本経済新聞社
(会場未定）

Ⅲ．定時総会

期　日 開催時間 備考

令和４年６月２８日（火） 10:30～12:15
一橋講堂２階中会議場
（学術総合センター）

令和５年３月２２日（水） 10:30～12:15
一橋講堂２階中会議場
（学術総合センター）

ディープラーニングコンテスト2022

第９回全国高等専門学校弓道大会

本田宗一郎杯 Honda エコ マイレッジ
チャレンジ 2022第41回 全国大会(仮)

きのくにロボットフェスティバル2022

「JASPE足育」研修会（山形大会）

ロボコンミュージアム（2022年夏）

第23回総会

第５回高専防災コンテスト

高専ワイヤレスIoTコンテスト2022（WiCON2022）

第20回高校生・高専生科学技術チャレンジ（JSEC2022）

高専GIRLS SDGs×Technology Contest
(高専GCON2022)

第22回総会

NHKエンタープライズ
科学技術館

デ
ザ
コ
ン

プ
レ
コ
ン

第19回全国高等専門学校デザインコンペティション

第16回全国高等専門学校英語プレゼンテーションコンテ
スト

第２９回全国高等専門学校将棋大会

2022年度 小学生ロボコン

小学生ロボコン2022-23
　　「予選①」　各地での予選会

　
　　「予選②」　全国予選会

　　「予選③」　プログラミングロボット競技会

　　「全国大会」

令和４年度 連合会事業計画日程

（別紙参照）

事　　業　　名

全国高等専門学校ロボットコンテスト2022
全国大会

体
育
大
会

プ
ロ
コ
ン

第57回全国高等専門学校体育大会

ロ
ボ
コ
ン

高知高専

第33回全国高等専門学校プログラミングコンテスト



担当校：高知工業高等専門学校

競技日程 開催校 競技会場

令和4年
　8月20日(土)～2１日(日)

弓削商船高等専門学校
愛媛県総合運動公園陸上競技場
(ニンジニアスタジアム)

男
子

令和4年
　8月27日(土)～28日(日)

弓削商船高等専門学校 愛媛県総合運動公園体育館

女
子

令和4年
　8月27日(土)～28日(日)

弓削商船高等専門学校 愛媛県総合運動公園体育館

男
子

令和4年
　8月20日(土)～21日(日)

新居浜工業高等専門学校 愛媛県総合運動公園体育館

女
子

令和4年
　8月20日(土)～21日(日)

新居浜工業高等専門学校 愛媛県総合運動公園体育館

令和4年
　8月27日(土)～28日(日)

香川高等専門学校
高松キャンパス

【予定】
晴天時：香川県総合運動公園テニスコート
雨天時：高松市立仏生山公園体育館(男子)
　　　　　高松市西部運動センター体育館(女子)

令和4年
　8月20日(土)～21日(日)

高知工業高等専門学校 高知県立県民体育館

【予定】
令和4年
　8月27日(土)～28日(日)

香川高等専門学校
高松キャンパス

【予定】
高松市総合体育館

令和4年
　8月25日(木)～26日(金)

阿南工業高等専門学校 とくぎんトモニアリーナ(徳島市立体育館)

令和4年
　9月2日(金)～4日(日)

香川高等専門学校
詫間キャンパス

A会場：香川県営野球場(レクザムスタジアム)
B会場：香川県営第２野球場

令和4年
　8月20日(土)・21日(日)
　　　23日(火)・24日(水)

香川高等専門学校
詫間キャンパス

A会場：香川県総合運動公園サッカー場
B会場：高松市立東部運動公園
C会場：りんくうスポーツ公園多目的グラウンド
D会場：三豊市緑ヶ丘総合運動公園サッカー場

令和5年
　1月4日(水)・5日(木)
　　　7日(土)・9日(月)

神戸市立工業高等専門学校 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

令和4年
　9月3日(土)～4日(日)

高知工業高等専門学校 高知県立春野総合運動公園体育館

 
令和4年
　8月24日(水)～26日(金)

阿南工業高等専門学校 大神子病院しあわせの里テニスセンター

令和4年
　9月3日(土)～4日(日)

香川高等専門学校
詫間キャンパス

丸亀市民体育館

令和4年
　9月3日(土)、4日(日)

新居浜工業高等専門学校 アクアパレットまつやま

サッカー

第 57 回 全 国 高 等 専 門 学 校 体 育 大 会

競 技 種 目 ・ 競 技 日 程 ・ 開 催 校 ・ 競 技 会 場 一 覧 表

競技種目

陸上競技

バスケット
ボール

バレー
ボール

ソフトテニス

卓　　球

柔　　道

剣　　道

硬式野球

ラグビーフット
ボール

ハンドボール

テニス

バドミントン

水　　泳


