
期日 曜日 回 開催場所 時間

4月29日 日・祝 35 　全日本大学選抜相撲宇和島大会 主　管 宇和島市営闘牛場・特設土俵 9:00

5月3日 木・祝 　愛媛県高校総体　南予地区予選会 共　催 宇和島市営闘牛場・特設土俵 12:00

5月13日 日 2 　わんぱく相撲新居浜場所 協　力 新居浜市立泉川小学校 9:00

5月20日 日 102 　高等学校相撲金沢大会 参　考 石川県 金沢市卯辰山相撲場 8:00

6月2日 土 71 　愛媛県高等学校総合体育大会・相撲競技 共　催 愛媛県総合運動公園相撲場 10:00

6月10日 月 　武道入門講座・相撲 共　催 愛媛県武道館

73 　国体県予選（成年の部）

24 　愛媛県相撲選手権大会

18 　愛媛県中学生相撲選手権大会（全国都道府県対抗大会県予選） 12:00

1 　愛媛県相撲連盟　理事会 15:00

1 　わんぱく相撲 全国大会県予選 協　力 愛媛県総合運動公園相撲場 13:30

6月17日 日 65 　四国高校相撲選手権大会 後　援 香川県総合運動公園 相撲場 9:00

6月24日 日 47 　西日本実業団相撲選手権大会 参　考 大阪府堺市大浜公園相撲場 9:00

7月1日 日 73 　国体県予選（少年の部） 主　催 愛媛県総合運動公園相撲場 13:00

7月7日 土 1 　武道体験フェスタin南予 共　催 愛南町　一本松体育館 10:00

7月15日 日 21 　瀬戸内少年相撲大会 主　催 西予市　乙亥会館 9:00

7月22日 日 70 　愛媛県中学校総合体育大会 後　援 愛媛県総合運動公園相撲場 8:30

7月29日 日 34 　わんぱく相撲全国大会 参　考 東京都　両国国技館 9:00

8/3～5日 金～日 97 　全国高等学校相撲選手権大会 参　考 静岡県 ふじのくに千本松フォーラム 9:00

8月5日 日 49 　全国選抜社会人相撲選手権大会（前年度に出場枠を獲得） 派　遣 石川県 津幡町常設相撲場 9:00

8月5日 日 29 　全国都道府県中学生相撲選手権大会 派　遣 東京都　両国国技館 9:00

38 　2018 愛媛県小学生相撲選手権大会（四国小学生大会予選） 主　催 愛媛県総合運動公園相撲場 10:00

2 　愛媛県相撲連盟　理事会 主　催 愛媛県 生涯学習センター 15:00

8月9日 木 56 　四国中学校総合体育大会 後　援 徳島県ＪＡバンク蔵本相撲場

8月11日 日 1 　武道体験フェスタin東予 共　催 新居浜市　山根総合体育館

8/18・19 土・日 48 　全国中学校相撲選手権大会 参　考 山口県 岩国市総合体育館 8:30

8月19日 日 57 　全国教職員相撲選手権大会 派　遣 茨城県 霞ヶ浦文化体育館 9:00

8月26日 日 67 　四国四県対抗相撲選手権大会 共　催 香川県総合運動公園　相撲場 9:00

9月1日 土 　武道体験フェスタ 共　催 愛媛県武道館

9月2日 日 60 　選抜高校相撲宇佐大会 参　考 宇佐市総合公園　相撲場 8:00

9月16日 日 60 　全日本実業団相撲選手権大会 参　考 大阪府堺市大浜公園相撲場 9:00

9月23日 日・祝 30 　愛媛県ちびっ子相撲内子大会 共　催 内子町・知清公園相撲場 10:00

9/30～10/2 日～火 73 　国民体育大会　相撲競技会 派　遣 福井県 大野市ｴｷｻｲﾄ広場体育施設 9:00

10月14日 日 23 　全日本女子相撲選手権大会 派　遣 大阪府堺市大浜公園相撲場 9:30

10月25日 木 　大相撲巡業　松山場所 協　力 愛媛県武道館

10月28日 日 30 　愛媛スポレク祭・愛媛県小中学生相撲大会 主　管 愛媛県総合運動公園相撲場 10:00

11月4日 日 　愛媛県高等学校新人相撲選手権大会 共　催 愛南町 御荘B&G海洋センター 10:00

11月10日 土 31 　愛媛県中学校新人相撲選手権大会 共　催 西予市野村町 10:30

11/27・28 火・水 167 　乙亥大相撲 後　援 西予市　乙亥会館 8:30

12月2日 日 67 　全日本相撲選手権大会 派　遣 東京都　両国国技館 11:00

12月2日 日 31 　全日本小学生相撲優勝大会 派　遣 東京都　両国国技館 12:00

1月13日 日 　平成31年　鏡開き式 共　催 愛媛県武道館　主道場 9:00

3/16・17 土・日 70 　全国高等学校相撲選抜大会 派　遣 高知県 春野総合公園相撲場 8:30

3月28日 日 1 　愛媛県相撲連盟　常任理事会 主　催 椿神社　会館応接室 10:00

4月　日 1 　愛媛県相撲連盟　総会 主　催 東京第一ホテル松山 15:00

主　催 愛媛県総合運動公園相撲場

平成30年度　愛媛県相撲連盟　事業計画書

土6月16日

8月5日 日

主　催　・　主　管　行　事

10:00


