
令和４年度科学の甲子園　都道府県大会開催日程一覧
令和４年10月18日現在

No. 都道府県 都道府県大会主催者 都道府県大会実施日 都道府県大会実施場所 問い合わせ先

1 北海道 北海道教育委員会 令和４年１０月２３日（日）

北海道札幌北高等学校
市立札幌開成中等教育学校
北海道室蘭栄高等学校
北海道函館中部高等学校
北海道旭川西高等学校
北海道稚内高等学校
北海道北見北斗高等学校
北海道帯広柏葉高等学校
北海道釧路湖陵高等学校
北海道根室高等学校

北海道教育庁学校教育局高校教育課
高校教育指導係
TEL：０１１－２０４－５７６４

2 青森県 青森県教育委員会 令和４年１１月１３日（日） 青森県総合学校教育センター
青森県教育庁学校教育課高等学校指導グループ
TEL：０１７－７３４－９８８３

3 岩手県 岩手県教育委員会 令和４年１０月１５日（土） 岩手県立総合教育センター
岩手県教育委員会事務局学校教育室
高校教育担当
TEL：０１９－６２９－６１４１

4 宮城県 宮城県教育委員会 令和４年１０月２９日（土） 宮城県総合教育センター
宮城県教育庁　高校教育課
TEL：０２２－２１１－３６２４

5 秋田県 秋田県教育委員会 令和４年１０月１６日（日） 秋田県総合教育センター
秋田県教育庁高校教育課指導班
ＴＥＬ：０１８－８６０－５１６５

6 山形県

主催
山形県教育委員会

共催
山形県高文連科学専門部
山形県高教研数学部会・理科部会・情報部会
山形大学、山形県立産業技術短期大学校

令和４年１０月２３日（日） 山形県教育センター
山形県教育センター　研修課
ＴＥＬ：０２３－６５４－２１５５

7 福島県

主催
福島県教育委員会

共催
国立大学法人福島大学
共生システム理工学類

令和４年１１月１３日（日） 福島県教育センター
福島県教育庁　高校教育課
ＴＥＬ：０２４－５２１－７７７３

8 茨城県 茨城県教育委員会 令和４年１１月１９日（土） つくば国際会議場
茨城県教育庁学校教育部高校教育課
TEL：０２９－３０１－５２６０

9 栃木県 栃木県教育委員会

予選
令和４年１０月１５日（土）

本選
令和４年１１月６日（日）

宇都宮大学峰キャンパス
栃木県教育委員会　高校教育課
TEL：０２８－６２３－３３８２

10 群馬県 群馬県教育委員会
令和４年１１月１９日（土）
令和４年１２月１０日（土）

群馬県総合教育センター
群馬県教育委員会　高校教育課
ＴＥＬ：０２７－２２６－４６４９

11 埼玉県 埼玉県教育委員会 令和４年１１月５日（土） 埼玉県立総合教育センター
埼玉県教育局県立学校部高校教育指導課
ＴＥＬ：０４８－８３０－６７６６

12 千葉県 千葉県教育委員会
令和４年１１月１９日（土）
予備日：令和４年１１月２０日（日）

千葉県総合教育センター
千葉県教育庁教育振興部学習指導課
ＴＥＬ：０４３－２２３-４０５６

13 東京都 東京都教育委員会 令和４年１１月１３日（日） 東京都立多摩科学技術高等学校
東京都教育庁指導部高等学校教育指導課
ＴＥＬ：０３－５３２０－６８４５

14 神奈川県 神奈川県教育委員会
令和４年１１月３日（木）
令和４年１１月２３日（水）

神奈川県立総合教育センター
神奈川県教育局指導部高校教育課
教育課程指導グループ
ＴＥＬ：０４５－２１０－８２６０

15 新潟県 新潟県教育委員会 令和４年１１月１２日（土） 新潟大学五十嵐キャンパス
新潟県教育庁　高等学校教育課
ＴＥＬ：０２５－２８０－５６１１

16 富山県
富山県
富山県教育委員会

令和４年８月１１日（木）
（県内２会場）
富山大学理学部
富山県総合教育センター

富山県教育委員会　教育企画課
TEL：０７６－４４４ー４５８３

17 石川県 石川県教育委員会 令和４年１０月２３日（日） いしかわ総合スポーツセンター
石川県教育委員会事務局　学校指導課
TEL：０７６－２２５－１８３１

18 福井県

主催
福井県教育委員会
共催
福井県高等学校教育研究会数学部会
福井県高等学校教育研究会理科部会

【チャレンジステージ】
令和４年度８月１９日（金）

【グランプリ本選】
令和４年度９月１１日（日）

【チャレンジステージ】
福井工業大学　学園本部　福井キャンパス

【グランプリ本選】
福井県立藤島高等学校

福井県教育庁　高校教育課
大学進学サポートグループ
TEL：０７７６－２０－０２９５

19 山梨県 山梨県教育委員会
第１ステージ：令和４年１１月１３日（日）

第２ステージ：令和４年１２月１７日（土）

第１ステージ：参加各校

第２ステージ：山梨県立甲府東高等学校

山梨県教育庁　高校教育課
ＴＥＬ：０５５－２２３－１７６３

20 長野県 長野県教育委員会 令和４年１１月１３日（日） 長野県総合教育センター
長野県教育委員会事務局　学びの改革支援課
高校教育指導係
ＴＥＬ：０２６－２３５－７４３５

21 岐阜県 岐阜県教育委員会 令和４年１１月１９日（土） 岐阜県総合教育センター
岐阜県教育委員会　学校支援課　教科教育第二係
ＴＥＬ：０５８－２７２－８８４１

22 静岡県 静岡県教育委員会
令和４年１０月２３日（日）

令和４年１２月２５日（日）

各高等学校

静岡県総合教育センター

静岡県教育委員会高校教育課
ＴＥＬ：０５４－２２１－３１１４

23 愛知県

愛知県理科教育研究会
愛知県数学教育研究会
愛知県教育委員会
愛知県県民文化局
名古屋市教育委員会
愛知県私学協会

令和４年１１月１３日（日） 愛知県総合教育センター
愛知県教育委員会　高等学校教育課
教科・定通指導グループ
ＴＥＬ：０５２-９５４-６７８７
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令和４年度科学の甲子園　都道府県大会開催日程一覧
令和４年10月18日現在

No. 都道府県 都道府県大会主催者 都道府県大会実施日 都道府県大会実施場所 問い合わせ先

24 三重県

主催
三重県教育委員会
共催
鈴鹿医療科学大学
三重県高等学校理科教育研究会
三重県高等学校数学教育研究会
三重県高等学校情報教育研究会

令和４年１０月１６日（日） 鈴鹿医療科学大学　千代崎キャンパス
三重県教育委員会事務局　高校教育課
TEL：０５９－２２４－３００２

25 滋賀県 滋賀県教育委員会 令和４年１０月１５日（土） 滋賀県庁 新館７階大会議室
滋賀県教育委員会事務局高校教育課
TEL：０７７－５２８－４５７５

26 京都府 京都府教育委員会 令和４年１１月１９日（土） 京都府総合教育センター
京都府教育庁　高校教育課
TEL：０７５－４１４－５８５２

27 大阪府
大阪府教育委員会
大阪工業大学

令和４年１０月１６日（日） 大阪工業大学大宮キャンパス
大阪府教育庁
教育振興室高等学校課教務グループ
ＴＥＬ：０６－６９４４－７０９３

28 兵庫県 兵庫県教育委員会
令和４年１０月２９日（土）
予備日：令和４年１０月３０日（日）

甲南大学　岡本キャンパス
兵庫県教育委員会事務局　高校教育課
ＴＥＬ：０７８－３６２－９４４４

29 奈良県 奈良県教育委員会 令和４年１１月１３日（日） 奈良県立教育研究所
奈良県教育委員会事務局
高校の特色づくり推進課
ＴＥＬ：０７４２－２７－９８５１

30 和歌山県 和歌山県教育委員会

筆記競技の部
令和４年１０月１５日（土）
 
総合競技の部
令和４年１１月６日（日）

和歌山市中央コミュニティセンター
和歌山県教育庁学校教育局
県立学校教育課高校教育班
ＴＥＬ：０７３－４４１－３６８６

31 鳥取県 鳥取県教育委員会 令和４年１０月３０日（日） 鳥取県立鳥取東高等学校
鳥取県教育委員会事務局高等学校課
ＴＥＬ：０８５７－２６－７９１６

32 島根県 島根県教育委員会 令和４年１０月２２日（土） 島根県立出雲高等学校
島根県教育庁　教育指導課
TEL：０８５２－２２－６８６２

33 岡山県 岡山県教育委員会 令和４年１１月１９日（土） 川崎医療福祉大学　総合体育館等
岡山県教育庁　高校教育課
TEL：０８６－２２６－７５８５

34 広島県 広島県教育委員会 令和４年１１月５日（土） 広島県立教育センター
広島県教育委員会事務局
学びの変革推進部高校教育指導課
TEL：０８２－５１３－４９９４

35 山口県 山口県教育委員会 令和４年１１月５日（土） 山口県セミナーパーク
山口県教育庁　高校教育課
TEL：０８３－９３３－４６２７

36 徳島県

主催
徳島県教育委員会
共催
徳島県高等学校文化連盟自然科学部

令和４年１１月１９日（土） 徳島県立総合教育センター
徳島県立総合教育センター　学校経営支援課
TEL：０８８－６７２－６４１８

37 香川県
香川県教育委員会
高松市教育委員会

令和４年１０月１５日（土） 香川県教育センター
香川県教育委員会事務局高校教育課
TEL：０８７－８３２－３７５０

38 愛媛県 愛媛県教育委員会
予選：令和４年１０月１７日（月）
本選：令和４年１１月１２日（土）

予選：各高等学校等
本選：愛媛県立松山北高等学校

愛媛県教育委員会事務局指導部　高校教育課
TEL：０８９－９１２－２９５３

39 高知県 高知県教育委員会 令和４年１２月１８日（日） 高知県教育センター
高知県教育委員会事務局　高等学校課
TEL：０８８－８２１－４７２４

40 福岡県 福岡県教育委員会

ファーストステージ
令和４年６月１２日（日）

セカンドステージ
令和４年１２月２５日（日）

ファーストステージ
　福岡県立小倉高等学校
　福岡県立筑紫丘高等学校
　福岡県立明善高等学校
　福岡県立嘉穂東高等学校

セカンドステージ
　福岡県立嘉穂高等学校

福岡県教育庁教育振興部高校教育課
TEL：０９２－６４３－３９０５

41 佐賀県 佐賀県教育委員会

予選
令和４年７月１７日（日）

本選
令和４年１２月１８日（日）

佐賀県立致遠館高等学校
佐賀県教育庁　学校教育課
TEL：０９５２－２５－７２２７

42 長崎県 長崎県教育委員会 令和４年１１月１３日（日） 長崎県庁
長崎県教育庁　高校教育課
TEL：０９５－８９４－３３５４

43 熊本県 熊本県教育委員会 令和４年１１月１３日（日） 水前寺共済会館
熊本県教育庁県立学校教育局高校教育課
TEL：０９６－３３３－２６８５

44 大分県 大分県教育委員会 令和４年１１月３日（木） 大分県教育センター
大分県教育庁　高校教育課
TEL：０９７－５０６－５６０７

45 宮崎県 宮崎県教育委員会 令和４年１１月１３日（日） 宮崎県防災庁舎
宮崎県教育庁　高校教育課
ＴＥＬ：０９８５－２６ー７０３３

46 鹿児島県 鹿児島県教育委員会 令和４年１０月２５日（火）～２９日（土）(予定） 参加各学校
鹿児島県教育庁　高校教育課
ＴＥＬ：０９９－２８６－５２９１

47 沖縄県 沖縄県教育委員会 令和４年１０月１７日（月） 沖縄県立総合教育センター
沖縄県教育庁　県立学校教育課
ＴＥＬ：０９８－８６６－２７１５

2


