
通称「インターハイ」とも呼ばれる，学校対抗で行われる高校生スポーツの総合

競技大会であり，夏季大会と冬季大会が開催されています。 

四国ブロックでの夏季大会は，昭和４６年に徳島県，昭和５５年に愛媛県，平成

元年に高知県，平成１０年に香川県を主会場に開催されました。 

令和４年には，四国４県を会場として，３０競技３３種目の熱戦が繰り広げられ

ます。 

 

 

 

 

 

 
  
 
                   
 

 

 

 

 

 

                           
     

          

        

              

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎詳しい応募規定等は募集要項をご覧ください。募集要項・応募用紙は，各学校に配布 

しています。また，各県所管課ホームページからダウンロードできます。 

【徳島県】徳島県教育委員会＞体育学校安全課＞令和 4 年度インターハイ大会愛称等募集 

【香川県】香川県教育委員会＞保健体育課＞令和 4 年度インターハイ大会愛称等募集 

【愛媛県】愛媛県教育委員会＞保健体育課＞令和 4 年度インターハイ大会愛称等募集 

【高知県】高知県教育委員会＞保健体育課＞令和 4 年度インターハイ大会愛称等募集 

 

 

   

                           
【徳島県】〒770-8570 徳島県徳島市万代町１丁目１番地       【香川県】〒760-8582 香川県高松市天神前 6 番 1 号 

     徳島県教育委員会 体育学校安全課 体力・競技力向上担当       香川県教育委員会 保健体育課 2022 総体担当 

            TEL：088-621-3167    FAX：088-621-3173         TEL：087-832-3764    FAX：087-806-0235 

【愛媛県】〒7９0-8570 愛媛県松山市一番町４丁目４－２              【高知県】〒780-0850 高知県高知市丸ノ内１丁目７番５２号 

      愛媛県教育委員会 保健体育課                    高知県教育委員会事務局 保健体育課 学校体育担当 

TEL：089-912-2981    FAX：089-912-2979                TEL：088-821-4900    FAX：088-821-4849 

 

  ◇作品の取扱い 

(1)最優秀作品は，令和４年度全国高等学校総合体育大会の愛称，ｽﾛｰｶﾞﾝ，ｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸ及び総合ﾎﾟｽﾀｰ図案として採用しますが，その際，加筆・修正等を行うことがあります。 
    (2)入選作品の著作権，商標権その他一切の権利は，徳島県準備（実行）委員会に帰属し，また，応募された作品は返却しません。 

   (3)応募作品について著作権等に関わる問題が生じた場合は，全て応募者の責任となります。 

    ◇個人情報の取扱い 

 (1)個人情報に関しては，選考の目的以外に，本人の同意なく利用することはありません。(2)個人情報保護条例に基づく場合を除き，本人の同意なく第三者に提供することはありません。 

   (3)(1)(2)にかかわらず，入選作品の作者の学校名，学年及び氏名については公表します。 

    ◇その他 

 (1)この募集要項に違反したものは，審査の対象となりません。後日違反が判明した場合には，入賞を取り消すことがあります。(2)応募の時点で，この募集要項の記載事項に同意したものとします。 

 

徳島県 
６競技 

（６種目） 

陸上競技，サッカー，バレーボール（女子），ホッケー，弓道， 
バドミントン 

香川県 
９競技 

（１０種目） 

体操（新体操），バスケットボール，バレーボール（男子）， 
フェンシング，なぎなた，登山，自転車（トラック・ロード）， 
カヌー，アーチェリー 

愛媛県 
８競技 

（８種目） 

体操（体操競技），卓球，ハンドボール，ソフトテニス，柔道， 
ウエイトリフティング，空手道，ボート 

高知県 
８競技 

（１０種目） 

水泳（競泳・飛込・水球），ソフトボール，テニス，剣道，相撲， 
ボクシング，レスリング，少林寺拳法 

令和４年度に四国ブロック４県（徳島県・香川県・愛媛県・高知県）において

開催される全国高等学校総合体育大会を，高校生最大のスポーツの祭典として

ふさわしいものとするため，この大会を象徴し，多くの人に親しまれる大会の

愛称，スローガン・シンボルマーク及び総合ポスター図案を募集します。 

大会について 

ｲﾝﾀｰﾊｲ 
ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ 

ウイニンくん 

(1) 作品の審査は，四国４県の選考委員からなる選考

委員会が行います。 

(2) 入選者については，学校長を通じて通知するほか，

報道機関等に発表します。 

(3) 同一の応募作品があった場合は，入選者は抽選と

します。 

(4) 入選者については，賞状及び記念品を贈呈します。 

(5) 入選作品は，次のとおりとします。 

◆最優秀賞：各部門１点 ◆優秀賞：各部門２点 

◆佳作：各部門 3 点 

四国４県内の中学校，高等学校，中等教育学校，

特別支援学校（中・高等部）及びその他大会参加資

格のある学校に在籍する生徒を対象にします。 

(1) 応募作品点数は，一人各部門１点とします。 

(2) 応募作品は，自作，未発表のものに限ります。 

(3) 大会愛称及びスローガンは，所定の応募用紙を

使用して応募してください。 

(4) シンボルマーク及び総合ポスター図案は，作品

裏面に所定の応募用紙を貼り付けて応募してく

ださい。 

(5) 作品は学校単位で取りまとめの上，応募してく

ださい。 

© 

 
応募

締切 

© 

応募資格 

ｲﾝﾀｰﾊｲ 

開催種目 

応募・問い合わせ先 

※総合開会式は徳島県で開催，ヨットは令和６年度まで和歌山県で開催 

募集方法 

審査・発表及び表彰 



 

 

 

 

 平成 29年度［南東北］ 平成 30年度［東海］ 令和元年度［南部九州］ 令和２年度［北関東］ 

大
会
愛
称 

はばたけ世界へ 南東北総体 2017 2018 彩る感動 東海総体 感動は無限大 南部九州総体 2019 魅せろ躍動 北関東総体 2020  

インターハイに出場された選手
の中から 2020 年の東京オリン

ピックをはじめ，世界で活躍する
選手が多く現れるような大会にな
ってほしいという思いから。 

応援する側，プレーする側，1
人 1 人の熱い想いでたくさんの色

鮮やかな感動を生み出してほしい
という思いを「彩る」という言葉
で表現しました。 

どの競技でも 1 人 1 人の選手が
一生懸命に優勝や自己ベストを目

指し，頑張れば無条件に感動は生ま
れると思ったため。 

  東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会が開催される

スポーツの年として，たくさん
の人が活躍する姿を魅せてほ
しいと思いました。 

ス
ロ
ー
ガ
ン 

繋がる絆 魅せよう僕らの 若き力 翔べ 誰よりも高く 東海の空へ 響かせろ 我らの魂 南の空へ 夢を追う熱き思い 今虹となれ 

選手達がもう１度新たな気持ち

でチームのみんなと繋がり，自分

達の勝利を見つけてほしいと思っ

たからです。そして震災が起きて

しまったからこそ，東北に住んで

いる方だけでなく全国に住んでい

る方たちと試合を行なううえで繋

がり，共に大会をよりよいものに

創り上げていってほしいと思った

からです。 

選手たちが，勝利という名の空

へ高く高く翔びたてるように，と
いう思いを込めました。 

情熱を持って，真剣に競技に取り

組む高校生の若さ溢れる熱いプレ
ーとそれを生み出すあららがま魂
（沖縄県宮古島の方言で不屈の精

神の意）。その二つを熱気に満ちた
南の空，世界の空へ響かせてほし
い，という思いを込めました。 

夢を追いかける若き選手た

ち。その数えきれないほどの努
力と熱い思いが感動を生み関
東の空をかける虹となるイメ

ージを表現しました。 

シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク 

   
 

３県の県旗の色をもとにして配

色をしました。中心は花をイメー
ジし，その周りは人と人とのつな
がりを表して，大会を通じて選手

一人ひとりが花咲き多くの繋がり
を生んで欲しいという願いを込め
ました。 

 作品を円で表現することによ

り，大会参加者には「どの県やど
の競技でもひとつになって頑張っ
てほしい」という想いを込め，大

会運営関係者には「それぞれの県
で開催競技は違うけれど，ひとつ
になって成功させてほしい」とい

う想いが込められています。 

このマークは 8 つのパーツに分

かれていて，九州を表現していま
す。そして，4 色で塗り分け南九州
を表現しました。ゴールテープを切

る選手のたくましさや力強さを表
現しました。 

選手一人一人が頂点を目指

し，高く翔び立ってほしいとい
う思いをこめて，大きな翼をイ
メージし，たくさんの感動や出

会い，選手たちの明るい未来を
色鮮やかに表現しました。 

総
合
ポ
ス
タ
ー
図
案 

    

輝く太陽に向かって高く遠く跳
躍する姿に，勝利へと向かって躍

進する選手１人１人の心情を込め
ました。 

 

 背景は太陽をイメージして描き
ました。 

 たくさんの色を使ったのは個々
の力を色で表したためです。応援
の気持ちをこめて明るい作品にし

ました。 

選手たちには、力強く大地を踏み
しめ、そこからたくさんの可能性が

あふれるように頑張ってほしいと
いう願いを込め、人が踏ん張ってい
る様子を描きました。 

 輝きに満ちながら大きく羽
を広げ競技をする選手を描き

ました。また，リボンのたすき
で応援してくれる人や今まで
の練習など，そこに至る思いを

表現しました。 
 

※マークを構成している３つのＫは，ドイツ語の頭文字をとった

もので，次のような意味があります。 

KRAFT(ｸﾗﾌﾄ)・・・・力 

KUNST(ｸﾝｽﾄ)・・・・技 

KLARHEIT(ｸﾗｰﾙﾊｲﾄ)・明朗な精神 

赤色はＭ９０％＋Ｙ９５％ 

先催県の大会愛称・スローガン・シンボルマーク・総合ポスター図案と作品の説明 

高体連マークと作図法 


