
※赤字は当初から変更分 【令和4年2月22日現在】

Ⅰ．主催事業 ※日程、会場については、新型コロナウイルス感染症対応のため変更になる場合があります。

期　日 主管校 会　場

日程変更、延期等があります
別紙を参照願います

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

令和３年１１月２８日(日） 国技館

ロボコン2021
地区大会

（中国地区大会） 令和３年１０月１７日(日） 大島商船高専

（九州沖縄地区大会） 令和３年１０月１７日(日） 北九州高専

（四国地区大会） 令和３年１０月２４日(日） 香川高専（詫間）

（東海北陸地区大会） 令和３年１０月２４日(日） 福井高専

（近畿地区大会） 令和３年１０月３１日(日） 明石高専

（関東甲信越地区大会） 令和３年１０月３１日(日） 東京高専

（北海道地区大会） 令和３年１１月７日(日） 函館高専

（東北地区大会） 令和３年１１月７日(日） 仙台高専（名取）

令和４年３月２４日(木） 高専連合会 オンライン開催

予選：令和３年６月２６日（土）
都立産業技術高専品川キャンパス
（書類審査）

本選：令和３年１０月９日（土）
　　　　　～１０月１０日（日）

秋田高専
オンライン開催に変更（5/12変更）
会場不使用

予選：令和３年９月３０日（木）
日付は作品受付期限
予選結果の発表 2021年10月末頃

本選：令和３年１２月４日（土） 呉高専
呉工業高等専門学校
（図書館棟，第1体育館，第2体育館）
（※6/29変更、7/30会場変更）

予選：各地区予選の日程による

本選：令和４年１月２２日（土）
　　　【１月２３日（日）は予備日】

仙台高専（広瀬）
オンライン配信方式に変更（6/29変
更）会場不使用

Ⅱ．後援事業 ※日程、会場については、新型コロナウイルス感染症対応のため変更になる場合があります。

期　日 主催 備考

オンライン又は日程を変更しての対面での
開催を検討

奈良高専・宇部高専 生駒市図書会館（未定）（8/17変更）

令和３年８月２１日（日）
　 ～ １０月１０日（日）

久留米高専 通信方式に変更(8/20変更)

中止 Honda （9/23中止決定）

審査期間：
令和３年１２月１３日（月）～２４日（金）

和歌山高専 動画審査（8/20変更）

令和３年８月７日（土）10:00～11:30
日本教育シューズ協議

会ほか
オンラインによる研修会（5/25変更）

令和３年７月１７日(土)～８月３１日(月)
（夏休みを中心に複数回実施）

オンライン（7/30確定）

令和３年１２月～令和４年１月頃 （7/30確定）

令和３年１２月２５日（土） オンライン（7/30確定）

令和４年１月１５日（土） オンライン（7/30確定）

令和４年３月６日（日）
池袋サンシャインシティ噴水広場
（予定）（7/30確定）

二次審査：令和３年２月１５日
本　　選：令和３年４月１７日

日本ディープラーニン
グ協会

日経ホール

令和４年２月下旬：最終審査会
国立高専機構

防災科学技術研究所
防災科研本所研究交流棟１F和達記念
ホールまたはオンライン（8/2確定）

令和４年３月２２日：表彰審査 総務省
ビデオ審査
事務局：株式会社サイバー創研

令和３年１２月１１日（土）
　　　　　　～１２日（日）：表彰審査

朝日新聞社
テレビ朝日

オンライン（8/18確定）

令和４年１月２２日（日）：本選
（成果発表会）

国立高専機構 オンライン

Ⅲ．定時総会 ※新型コロナウイルス感染症対応のため、開催方法が変更になる場合があります。

期　日 開催時間 備考

令和３年６月２９日（火） 10:30～12:15 オンライン会議（teams）

令和４年３月２２日（月） 10:30～12:15
一橋講堂２階中会議場
（学術総合センター）

第21回総会

ディープラーニングコンテスト2021

第4回高専防災コンテスト

高専ワイヤレスIoTコンテスト2021
（WiCON）

高校生・高専生科学技術チャレンジ

第20回総会

高専GIRLS SDGS×Technology Contest
（高専ＧＣＯＮ２０２１）

きのくにロボットフェスティバル2021

「JASPE足育」研修会（滋賀大会）

2021年度 小学生ロボコン

NHKエンタープライズ
科学技術館

ロボコン“オンライン”ミュージアム（2021年夏）

小学生ロボコン2021-22
　　「予選①」　各地での予選会

　
　　「予選②」　オンライン全国予選会

　　「予選③」　プログラミングロボット競技会

　　「全国大会」

本田宗一郎杯 Honda エコ マイレッジ
チャレンジ 2021第40回 全国大会(仮)

ロ
ボ
コ
ン

全国高等専門学校ロボットコンテスト2021
全国大会

2021ロボコンフォーラム

プ
ロ
コ
ン

第32回全国高等専門学校プログラミングコ
ンテスト

デ
ザ
コ
ン

第18回全国高等専門学校デザインコンペ
ティション

プ
レ
コ
ン

第15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

事　　業　　名

第２８回全国高等専門学校将棋大会

第８回全国高等専門学校弓道大会

令和３年度 連合会事業計画日程

事　　業　　名

体
育
大
会

第56回全国高等専門学校体育大会
八戸高専 （別紙参照）

地区大会は

オンライン開催に変更

（8/30変更）



別紙 【令和4年2月22日現在】

※赤字は当初から変更分 担当校：八戸工業高等専門学校

競技日程（当初） 競技会場（当初） 開催校 競技日程（変更後） 競技会場（変更後）

開催
令和3年
 9月4日（土）～5日（日）

キューアンドエースタジアムみやぎ
（宮城県総合運動公園宮城スタジアム）

仙台高等専門学校
広瀬キャンパス

男
子

日程変更
延期

令和３年
  9月3日（金）～5日（日）
→ 9月4日（土）～5日（日）

ホワイトキューブ
（白石市文化体育活動センター）

仙台高等専門学校広瀬キャ
ンパス

令和3年
11月20日（土）～21日（日）

会場変更なし

女
子

日程変更
延期

令和３年
  9月3日（金）～5日（日）
→ 9月4日（土）～6日（日）

ホワイトキューブ
（白石市文化体育活動センター）

仙台高等専門学校広瀬キャ
ンパス

令和3年
11月20日（土）～21日（日）

会場変更なし

男
子

延期
令和3年
 9月4日（土）～5日（日）

酒田市国体記念体育館 鶴岡工業高等専門学校
令和3年
12月11日(土)～12日(日)

朝日スポーツセンター（鶴岡市東岩本）
庄内町総合体育館（山形県東田川郡庄内町）

女
子

延期
令和3年
 9月4日（土）～5日（日）

酒田市国体記念体育館 鶴岡工業高等専門学校
令和3年
12月11日(土)～12日(日)

朝日スポーツセンター（鶴岡市東岩本）
庄内町総合体育館（山形県東田川郡庄内町）

延期
令和3年
 8月28日（土）～29日（日）

八戸市東運動公園テニスコート
（八戸市湊高台2丁目）

八戸工業高等専門学校
令和３年
11月6日(土)～7日(日)

【晴天時】
八戸市東運動公園テニスコート
（青森県八戸市湊高台２丁目）
【雨天時】
（男子）八戸ロイヤルテニスクラブ屋内テニスコート
　　　　（青森県三戸郡階上町）
（女子）八戸工業高等専門学校体育館
　　　　（青森県八戸市）

延期
令和3年
 8月28日（土）～29日（日）

いわき市立総合体育館 福島工業高等専門学校
令和３年
10月30日(土)～31日(日)

ならはスカイアリーナ
（福島県双葉郡楢葉町）

延期
令和3年
 9月4日（土）～5日（日）

秋田県立武道館
（秋田市新屋町字砂奴寄２-２）

秋田工業高等専門学校
令和3年
11月1日（月）～2日（火）

会場変更なし

延期
令和3年
 8月28日（土）～29日（日）

本山製作所青葉アリーナ
（仙台市青葉体育館）

仙台高等専門学校
名取キャンパス

令和3年
12月18日(土)～19日(日)

仙台高等専門学校名取キャンパス
体育館（名取市愛島塩手）

 延期
再延期

令和3年
  8月20日（金）～22日（日）
→9月21日（火）～24（金）
予備日等含む

 Ａ会場：秋田県立野球場
  　　　　(こまちスタジアム)
 B会場：秋田市八橋運動公園硬式野球場
 　　　　（さきがけ八橋球場）
→伊豆志太スタジアム（伊豆市）
→天城ふるさと球場（伊豆市）

秋田工業高等専門学校
令和3年
10月28日(土)～30日(日)
※31日予備日

Ａ会場　ことおか中央公園スカルパ野球場
　　　　　（秋田県山本郡三種町）
Ｂ会場　男鹿総合運動公園野球場
　　　　　（秋田県男鹿市船川港比詰）

延期
令和3年
　8月30日（月）、31日（火）、
　9月  2日（木）、  3日（金）

ナショナルトレーニングセンターＪヴィレッジ 福島工業高等専門学校
令和3年
12月14日(火)～17日(金)

会場変更なし

開催
予定

令和4年
　1月4日（火）、5日（水）、
　　   7日（金）、9日（日）

神戸総合運動公園ユニバー記念競技場
補助競技場

神戸市立工業高等専門学校

延期
令和3年
 8月28日（土）～29日（日）

花巻市総合体育館 一関工業高等専門学校
令和3年
12月22日(水)～23日(木)

盛岡市総合アリーナ（盛岡タカヤアリーナ）
（盛岡市本宮5丁目）

日程変更
令和3年
 8月25日（水）～27日（金）

泉総合運動公園泉庭球場（男子会場）
シェルコムせんだい（女子会場）

仙台高等専門学校
名取キャンパス

令和3年
 8月25日(水)～26日(木)

会場変更なし

延期
令和3年
 8月28日(土)～29日(日)

一関市東山総合体育館
（岩手県一関市東山町）

一関工業高等専門学校
令和3年
12月4日(土)～5日(日)

一関市総合体育館
（岩手県一関市狐禅寺）

延期
令和3年
 8月28日（土）～29日（日）

山形市総合スポーツセンター屋外プール 鶴岡工業高等専門学校
令和3年
12月18日(土)～19日(日)

秋田県立総合プール（秋田市新屋町）

※日程、会場については、新型コロナウイルス感染症対応のため変更になる場合があります。

第 56 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 変更等
当初予定 変更後

サッカー

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


