
２０２２ 令和４年度 主な大会日程 群馬県ﾚｽﾘﾝｸﾞ協会（G.W.F）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

●ｼﾞｭﾆｱｸｲｰｽﾞｶｯﾌﾟ ●佐倉市長杯中学 ●沼尻直杯全国中 ●茨城ｵｰﾌﾟﾝｼﾞｭﾆ ●県ｽﾎﾟｰﾂ少年団 ●館林市民秋季 ●全日本女子ｵｰ ●県小学生総体 ●千代田町近接ﾚｽ ●館林市ｽﾎﾟｰﾂ少 ●関東甲信越大 ●U-13ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰ
(9･10日･東京、駒 生ﾚｽﾘﾝｸﾞ選手権 学生選手権大会 ｱﾚｽﾘﾝｸﾞ大会 大会兼県中学生ﾚｽ 大会 ﾌﾟﾝ選手権 (6日･ﾀﾞﾉﾝ城沼ｱﾘ ﾘﾝｸﾞ大会 年団大会 会 ﾌﾟﾝﾚｽﾘﾝｸﾞﾄｰﾅﾒﾝﾄ
沢体育館） (開催未定） (11･12日･茨城､ｱ （開催未定） ﾘﾝｸﾞ選手権大会 （3日･ﾀﾞﾉﾝ城沼ｱ (15･16日・静岡、 ｰﾅ) (3日･千代田町、 (22日・館林、ﾀﾞﾉ (26日・館林、ﾀﾞﾉ (開催未定）
9日：小学5.6年及 千葉県ﾚｽﾘﾝｸﾞ協会 ﾀﾞｽﾄﾘｱみとｱﾘｰﾅ） (7日・千代田町、 ﾘｰﾅ） 焼津市予定） KAKINUMAｱﾘｰﾅ） ﾝ城沼ｱﾘｰﾅ） ﾝ城沼ｱﾘｰﾅ）
びU15（旧中学生 HP参照 ●全国少年少女 KAKINUMAｱﾘｰﾅ） ●全国中学生選 ●みどり市近接
の部）無観客開催 選手権(29~31日･ ●会津たじま大 抜大会 ●全国少年少女 おおまま少年少

●館林市民春季大 東京､代々木競技 会(開催未定） (開催未定） 選抜選手権大会 女ﾚｽﾘﾝｸﾞ大会
会 場第一体育館） 東京都ﾚｽﾘﾝｸﾞ協 (開催未定） (12or19日･みど
(21日･ﾀﾞﾉﾝ城沼ｱﾘ 会HP参照 り市、桐生大学ｸﾞ
ｰﾅ） ﾘｰﾝｱﾘｰﾅ）

●東日本小学生レ
スリング大会
(開催未定）

○合同練習等は状 ・ｼﾞｭﾆｱ強化練習 ・ｼﾞｭﾆｱ強化練習 ・ｼﾞｭﾆｱ強化練習
況により実施す 会（GW予定） 会（夏休み予定） 会（冬休み予定）
る。（年間） 【状況により実施】 【状況により実施】 【状況により実施】

●ｼﾞｭﾆｱｸｲｰｽﾞｶｯﾌﾟ ●第57回群馬県高 ●第68回関東大会 ●県国体予選 ●インターハイ ●全日本女子ｵｰ ●県高校新人大 ●都市交流親善レ ●第49回関東選 ●第66回全国選
(9･10日･東京、駒 等学校総合体育大 (4･5日･茨城県、 （16･17日・太田 （1~4日･高知、高 ﾌﾟﾝ選手権 会兼関東選抜大 スリング大会 抜大会 抜大会
沢体育館） 会兼第68回関東大 水戸市ｱﾀﾞｽﾄﾘｱみ 市立太田高校） 知県立県民体育 (15･16日・静岡、 会予選会 （18日･館林、ﾀﾞﾉ (4･5日･栃木、足 (27~29日･新潟､
10日：U17及びU20 会県予選会 とｱﾘｰﾅ） 館） 焼津市予定） (5･6日･館林、 ﾝ城沼ｱﾘｰﾅ） 利市民体育館） 新潟市東総合ｽﾎﾟ
無観客開催 (13~15日･館林、ﾀﾞ ﾀﾞﾉﾝ城沼ｱﾘｰﾅ) ｰﾂｾﾝﾀｰ）

ﾉﾝ城沼ｱﾘｰﾅ） ●県選手権大会兼 ●全国高校生ｸﾞﾚｺ ●国民体育大会
●JOC杯全日本ジ ｲﾝﾀｰﾊｲ予選兼全国 ﾛｰﾏﾝ選手権 （2~5日･栃木、
ュニア選手権 グレコ県予選 (17~19日･大阪、 足利市民体育館）
(23･24日･神奈川､ (17~19日･千代田 堺市金岡公園体育
横浜武道館） 町KAKINUMAｱﾘｰﾅ） 館)

●ｼﾞｭﾆｱｸｲｰｽﾞｶｯﾌﾟ ●東日本学生リー ●明治乳業杯全 ●全日本社会人 ●全日本学生選手 ◎世界選手権 ●国民体育大会 ●県民スポーツ ●西日本学生秋季 ●全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ
(9･10日･東京、駒 グ戦 日本選抜選手権 選手権 権 (10~18日･ｾﾙﾋﾞｱ （2~5日･栃木、 大会秋季レスリ リーグ戦 選手権大会
沢体育館） (18~20日･東京､駒 (16~19日･東京､ (2･3日･埼玉、富 (15~18日･東京､駒 ・ﾍﾞｵｸﾞﾗｰﾄﾞ) 足利市民体育館） ング大会 (10･11日･大阪､堺 (未定･東京､青少
10日：U17及びU20 沢体育館） 駒沢体育館） 士見市立総合体 沢体育館) (6日･館林、ﾀﾞﾉﾝ 市金岡公園体育 年ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｾﾝﾀｰ）
無観客開催 育館） ◎ｱｼﾞｱ大会ﾚｽﾘﾝ ●西日本学生選 城沼ｱﾘｰﾅ) 館）

●西日本学生春季 ◎U23・U17ｱｼﾞｱ ◎U20世界選手権 ｸﾞ競技 手権 ◎男子ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ＆
●JOC杯全日本ジ リーグ戦 選手権 ◎U20・U15ｱｼﾞｱ (15~21日･ﾌﾞﾙｶﾞﾘ (21~24日･中国・ (14~16日・大阪､ ●内閣総理大臣 ●天皇杯全日本選 女子ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ
ュニア選手権 (14・15日･大阪､ (19~26日･ｻｳｼﾞｱﾗ 選手権 ｱ、ｿﾌｨｱ) 杭州) 泉佐野市J:COM末 杯全日本大学選 手権 (10･11日･米国､ｱ
(23･24日･神奈川､ 堺市金岡公園体育 ﾋﾞｱ、ﾘﾔﾄﾞ予定) (2~10日･ﾊﾞｰﾚｰﾝ、 広体育館) 手権 (22~25日･東京､駒 ｲｵﾜ)
横浜武道館） 館） マナーマ) (19･20日･大阪､ 沢体育館）

●西日本学生新 ●全日本女子ｵｰ 堺市金岡公園体
◎ｱｼﾞｱ選手権 人選手権 ●県国体予選 ﾌﾟﾝ選手権 育館)
(19~24日･ﾓﾝｺﾞﾙ、 (25･26日大阪､堺 成年の部 (15･16日・静岡、
ｳﾗﾝﾊﾞｰﾄﾙ) 市金岡公園体育 （16or17日・太 焼津市予定） ●東日本学生秋

館) 田市立太田高校） 季選手権
●全日本大学ｸﾞﾚ (28~30日・東京､

＊U20は ●東日本学生春 ◎U17世界選手権 ｺﾛｰﾏﾝ選手権 駒沢体育館）
旧ｼﾞｭﾆｱ 季選手権 (25~31日･ｲﾀﾘｱ、 (19･20日･東京､

(29~7/1日･東京､ ﾛｰﾏ) 駒沢体育館）
＊U17は 駒沢体育館）
旧ｶﾃﾞｯﾄ ●全国社会人ｵｰ

ﾌﾟﾝ選手権
(29･30日･埼玉、
富士見市立総合
体育館） ◎FISUｺﾝﾊﾞｯﾄｽﾎﾟ

ｰﾂﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ
◎世界ﾍﾞﾃﾗﾝｽﾞ選 (4~8日･ﾛｼｱ､ｴｶﾃﾘ
手権 ﾝｸﾞﾌﾞﾙｸﾞ)
(4~9日･ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ
ｿﾌｨｱ） ◎U23世界選手権

(17~23日･ｽﾍﾟｲﾝ
ﾎﾟﾝﾃﾍﾞﾄﾗ)

日本レスリング協会公式ホームページの大会スケジュール等参照 http://www.japan-wrestling.jp/ （新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大予防等の対応により中止･変更等が予想されます。）
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