
№ 専門部名 事業名 期　日 開催地
日本陸連東北地区ｼﾞｭﾆｱ強化合宿 12／23～26 福島県いわき市
県協会・高体連専門部合同強化合宿 １月～２月 沖縄県沖縄市
全国高校春季選抜強化合宿 ３／下旬 大分県大分市
青森県高体連　体操競技男子　強化合宿 ２／中旬 宮城県仙台市
青森県高体連　体操競技女子　強化合宿 ２／中旬 宮城県仙台市
青森県高体連　新体操女子　　強化合宿 ７／中旬 東京都多摩市
青森県高体連　新体操男子　　強化合宿 ７／中旬 岩手県盛岡市
青森県高体連　新体操男子　　強化合宿 ７／中旬 岩手県盛岡市
専門部強化合宿（競泳） ６／28～７／1 岩手県雫石町
専門部県外強化合宿（競泳） 12／22～27 秋田県秋田市
専門部県外強化合宿（水球） 未定 未定
県選抜強化合宿 ７・８・12・２・３・４月 未定
指導者研修会 ２／未定 未定

5 バレーボール 県選抜強化合宿 ７・８月 未定
夏期選抜強化講習会 ７・８／未定 県内６地区
冬期選抜強化遠征 １／未定 東京都内
青森県高体連卓球専門部中央強化講習会 ７／未定 青森市
県内６地区強化講習会 ４月～３月 県内
東北総体強化合宿 ８／未定 未定
国体強化合宿 ９／未定 未定
県選抜強化合宿 ８／未定 未定
東北・北海道強化練習会 10／６～８ 青森市

9 サッカー 県高体連専門部Ｕ－16強化合宿 ６／９～10 青森市
県選抜強化合宿（一次） ４／21 三本木農業高校
県選抜強化合宿（二次） ７／２ マエダアリーナ
県選抜強化合宿（三次） ７／29～31 宮城県

11 バドミントン 各地区強化練習会 未定 県内５地区
少年女子選抜チーム県内強化合宿 ６～７／未定 未定
少年男子選抜チーム県内強化合宿 ７／未定 未定
少年女子選抜チーム県外強化合宿 ８／上旬 未定
少年女子選抜チーム県内強化合宿 11／未定 未定
県内高校国体候補選手強化合宿 ６／未定 未定
県内高校国体候補合宿 ９／未定 未定
県内国体強化合宿 ９／未定 未定
高校生国体候補選手県外強化合宿 12／未定 未定
県内高校強化合宿 １／未定 未定
県選抜選手県外強化合宿 ８／中旬 未定
県選抜選手県外強化合宿 12／下旬 東京都
県外強化合宿 ７／下旬 秋田県鹿角市
県外強化合宿 12／中旬 北海道
氷上強化合宿（ﾌｨｷﾞｭｱ） ８／初旬 三沢市
氷上強化合宿（ﾌｨｷﾞｭｱ） ８／上旬 三沢市
氷上強化合宿（ｽﾋﾟｰﾄﾞ） ７／下旬～８／上旬 北海道帯広市
氷上強化合宿（ｽﾋﾟｰﾄﾞ） 10／下旬～11／上旬 北海道帯広市
国体調整合宿（ｽﾋﾟｰﾄﾞ） １／中旬 北海道釧路市
氷上強化合宿（ｱｲｽﾎｯｹｰ） 11／中旬 海外(ロシアまたは韓国)

氷上強化合宿（ｱｲｽﾎｯｹｰ） 10／中旬 北海道釧路市
高校生強化合宿（専門部内指定校） ８／上旬・９／上旬 宮城県
高校生強化合宿（専門部内指定校） 10／下旬 岩手県
東北総体選手選考合宿 ６／10～11未定 未定
県高体連専門部強化合宿 ７・８月／未定 未定
東北総体選手強化遠征 ８／未定 京都府（予定）
県高体連専門部錬成会 ２／未定 未定
県高体連専門部国体強化錬成会 ３／未定 未定
全国高総体強化合宿 ７／13～16 東京都（国士舘大学）
国体強化合宿 ９／14～17 青森県
１・２年生強化合宿 12／24～28 岩手県八幡平市
１・２年生強化合宿 １／上旬 八戸市
１・２年生強化合宿 ２／中旬 八戸市
春季弓道錬成会 ５／３～５ 弘前市
冬季弓道錬成会 12／１～２ 弘前市
強化指定校強化合宿（青森・岩手・秋田） １／５～７ 秋田県秋田市

競技別強化事業一覧

8 ハンドボール

4 バスケットボール
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18 剣道
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高体連夏季講習会 ８／５～７ 青森市
高体連専門部強化合宿 １／上旬 千葉県
県下高校室内講習会 12／下旬 青森市
第１次県外強化合宿 ６／中旬 秋田県
第２次県内強化合宿 １／上旬 弘前市
第1次強化講習会 ６／２～３ 岩手県紫波町
第2次強化講習会 ８／１０〜１５ 北海道
北海道・東北ﾌﾞﾛｯｸ合宿 ８／１０～１２ 宮城県
第3次強化講習会 ９／７～９ 八戸市
第4次強化講習会 ９／15～17 八戸市
第5次強化講習会 ９／22～23 福井県
第6次強化講習会 12月以降 千葉県
第7次強化講習会 ３月以降 千葉県
１次強化県外合宿 ７／13～15 東京
２次強化県内合宿 ７／20～22 青森市
３次強化県外合宿 ８／９～11 青森市
４次強化県内合宿 ９／14～17 札幌市
５次強化県内合宿 12／25～27 県内（岩木山）
６次強化県外合宿 １／11～13 栃木県(作新学院）

25 ホッケー 専門部県外強化合宿 ５／上旬（予定） 北海道札幌市（予定）
第１次強化合宿 ５／11～13 八戸市
第２次強化合宿 ９／7～9 五所川原市
第３次強化合宿 10／5～7 未定
第４次強化合宿 11／30～12/2 五所川原市
第５次強化合宿 12／22～25 宮城県
第６次強化合宿 ３／22～24 東京都

27 ヨット 専門部県外強化合宿 ５／上旬 宮城県仙台市
28 フェンシング 合同練習会 ４／上旬 宮城県気仙沼市

東北春季強化合宿・親善試合 ５／３～５ 岩手県滝沢市
東北秋季強化合宿・親善試合 ９／15～17 青森市
県高校夏季強化合宿 ７／26～28 青森市
県高校強化講習会 １／７～９ 五戸町

31 なぎなた 普及・強化合宿 未定 未定
32 硬式野球 甲子園研修 ８／８～10 兵庫県
33 軟式野球 東北地区高等学校軟式野球交流試合 ８／４～５ 弘前市
34 馬術 高校生強化事業 未定 未定
35 少林寺拳法 専門部強化合宿 ９／15～17 北海道函館市

全日本高校選手権出場者強化練習 ７／下旬 神奈川県川崎市
動作分析・体力測定 ８月 青森市
全国高校対抗選手権出場者強化練習会 12月 神奈川県川崎市
春高ボウリング出場者強化練習会 ２月 青森市

37 ゴルフ 強化合宿 11／上旬 岩手県軽米町（予定）
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