
国　民 全　国 全　国 九　州 九　州 九　州 西日本 九　州 九　州 九　州 競技役員 指導員 ブロック 選　出 地　域

体育大会 高　校 中　学 高　校 中　学 ジュニア 年齢別 学　生 国公立 末弘杯 講　習 研修会 合　宿 議　員 会　議

10  神奈川 香　川 宮　城 熊　本 沖　縄 熊　本 福　岡 宮　崎 大　分 福　岡 10 熊　本 長　崎 長　崎 福　岡 福　岡

11 熊　本 岩　手 長　野 福　岡 鹿児島 鹿児島 福　岡 長　崎 宮　崎 福　岡 11 宮　崎 佐　賀 熊　本 福　岡 福　岡

12 富　山 岐　阜 熊　本 大　分 佐　賀 宮　崎 福　岡 熊　本 沖　縄 福　岡 12 鹿児島 福　岡 鹿児島 福　岡 福　岡

13 宮　城 熊　本 鳥　取 佐　賀 大　分 沖　縄 福　岡 大　分 福　岡 福　岡 13 沖　縄 大　分 宮　崎 福　岡 福　岡

14 高　知 茨　城 大　阪 長　崎 長　崎 福　岡 福　岡 鹿児島 佐　賀 福　岡 14 大　分 宮　崎 大　分 福　岡 福　岡

15 静　岡 長　崎 北海道 沖　縄 熊　本 佐　賀 福　岡 佐　賀 長　崎 福　岡 15 長　崎 鹿児島 沖　縄 福　岡 福　岡

16 埼　玉 島　根 神奈川 宮　崎 福　岡 長　崎 福　岡 沖　縄 熊　本 福　岡 16 佐　賀 沖　縄 福　岡 福　岡 福　岡

17 岡　山 千　葉 三　重 福　岡 宮　崎 熊　本 福　岡 宮　崎 宮　崎 福　岡 17 熊　本 熊　本 長　崎 佐　賀 熊　本

18 兵　庫 大 阪 高　知 佐　賀 福　岡 長　崎 福　岡 長　崎 大　分 福　岡 18 佐　賀 長　崎 佐　賀 佐　賀 長　崎

19 秋　田 佐　賀 盛　岡 熊　本 長　崎 福　岡 長　崎 福　岡 宮　崎 福　岡 19 福　岡 佐　賀 熊　本 大　分 沖　縄

20 大　分 埼　玉 長　岡 大　分 鹿児島 長　崎 福　岡 宮　崎 福　岡 福　岡 20 宮　崎 福　岡 鹿児島 大　分 鹿児島

21 新　潟 大  阪 福　岡 長　崎 大　分 宮　崎 熊　本 大　分 佐　賀 福　岡 21 福　岡 大　分 宮　崎 沖　縄 宮　崎

22 千　葉 沖　縄 広　島 沖　縄 熊　本 福　岡 熊　本 佐　賀 長　崎 大　分 22 沖　縄 宮　崎 大　分 沖　縄 大　分

23 山　口 岩　手 大　阪 鹿児島 沖　縄 長　崎 鹿児島 沖　縄 熊　本 佐　賀 23 大　分 鹿児島 沖　縄 鹿児島 熊　本

24 岐　阜 北信越 関　東 宮　崎 佐　賀 福　岡 熊　本 福　岡 鹿児島 長　崎 24 長　崎 沖　縄 福　岡 鹿児島 長　崎

25 東　京 九　州 東　海 福　岡 宮　崎 沖　縄 熊　本 宮　崎 大　分 鹿児島 25 佐　賀 熊　本 長　崎 鹿児島 佐　賀

26 長　崎 千　 葉 四　国 佐　賀 福　岡 福　岡 熊　本 長　崎 沖　縄 熊　本 26 熊　本 長　崎 佐　賀 鹿児島 福　岡

27 和歌山 京都・大阪 東　北 熊　本 長　崎 鹿児島 熊　本 熊　本 福　岡 沖　縄 27 鹿児島 佐　賀 熊　本 九水会長 沖　縄

28 岩　手 広島・岡山 新　潟 大　分 佐　賀 長　崎 福　岡 大　分 佐　賀 福　岡 28 宮　崎 福　岡 鹿児島 九水会長 鹿児島

29 愛媛・高知 宮　城 鹿児島 長　崎 大　分 福　岡 鹿児島 鹿児島 長　崎 鹿児島 29 福　岡 大　分 宮　崎 九水会長 宮　崎

30 福　井 愛　知 倉　敷 熊　本 熊　本 鹿児島 熊　本 長　崎 佐　賀 熊　本 30 沖　縄 宮　崎 大　分 九水会長 大　分
令和
元年 茨　城 熊本・沖縄 京　都 鹿児島 沖　縄 長　崎 福　岡 熊　本 熊　本 福　岡 令和

元年 大　分 鹿児島 沖　縄 九水会長 熊　本

2
鹿児島
（延期）

茨　城
（中止）

愛　知
（中止）

沖　縄
（中止）

福　岡
（中止）

福　岡
（中止）

熊　本
（中止）

熊　本
（中止）

鹿児島
（中止）

長　崎
（中止） 2

鹿児島
（中止）

沖　縄
（中止）

福　岡
（中止）

九水会長 長　崎

3 三　重 長　野 千　葉 鹿児島 宮　崎 福　岡 熊　本 鹿児島 鹿児島 長　崎 3 長　崎 熊　本 福　岡 九水会長 佐　賀

4 栃　木 高　知 宮　城 4 長　崎 九水会長 福　岡

5 鹿児島 北海道 香　川 5 佐　賀 九水会長

6 佐　賀 6

主 行 事 開 催 地 予 定 表
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年度年度
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