
月 日 曜 事業名 会場 日 事業名 会場 日 事業名 会場

３月 29 日 九州一般・女子クラブ県予選 隼人

4 土 ルール伝達講習 サンあもり隼人

5 日 審判員実技講習会 溝辺

12 日 九州一般・女子クラブ県予選 溝辺

18 土 第1回強化委員会 サンあもり隼人

19 日 総会 サンあもり隼人 30～5/4 九州学生春季リーグ 福岡大他

23～24 土日 県中学生春季 吉田文体セ ８～10 九州一般女子クラブ 福岡大他 20~24 高松宮杯全日本社会人選手権 福井県

九州・山口医科学生

12～14 県高校総体（延期案） 鹿児島アリーナ・国分 未定 九州理事長会 宮崎市 26～29 JSPO公認コーチ3養成講習会 愛知県

12～14 全九州高校総体 宮崎市

27～28 土日 全国小学生県予選 蒲生(土)牧園(日) 27~28 九州高専大会 久留米総合

4 土 第1回定例理事会(17:30～) 鹿児島市勤労者交流センター ３～５ 全国西地区クラブ 愛媛

18～19 土日 県高校生1年生大会 蒲生 JHL開催地責任者研修会 東京都

25 土 日本選手権県予選 牧園アリーナ 10～14 ジャパンオープントーナメント 三重県鈴鹿市

28～29 火水 県中学総体 国分・牧園 24～8/9 TOKYOオリンピック 東京都他

５～７ 水木金 九州中体連 鹿アリーナ，吉田，県総合 5～7 九州中体連 鹿児島市 1～5 全国小学生大会 京田辺市

29 土 県中学生1年生大会 吉田文体セ 21~23 ブロック国体 沖縄県 10～15 全国高校総体 花巻市

14～18 西日本学生選手権 京都府宇治市

30～9/3 九州学生秋季リーグ 宮崎綾 ハンドボール研修集会

13～15 全国クラブチームカップ 堺市

23~25 全国中学校総体 岐阜ﾒﾓﾘｱﾙ

28～30 全国高専大会 兵庫県神戸市

28～ 日本リーグ開幕 各地

7 月 鹿児島国体抽選(10時) 東京都日本協会 ５～６ U-16NTS 山鹿市 7(月) 国体抽選(10時～) 東京都

12～1３ U-13NTS 山鹿市

26～27 日本選手権予選 山鹿市

3 土 総合開会式 白波スタジアム

4～８ 日～

10～11 土日 JHL鹿児島大会 国分 10～11 JOC九州地区予選 沖縄県

24～25 土日 JHL鹿児島大会 国分 16～18 サニックスカップ 宗像市

24～25 土日 九州小学生親善県予選 隼人

31・1・3 土日火 南九州高校県予選 隼人・牧園 ４～８ 全日本学生選手権 ｱｸｱﾄﾞｰﾑ他 ４～８ 全日本学生選手権 ｱｸｱﾄﾞｰﾑ他

7～８ 土日 南九州中学生県予選 吉田文体セ 21～23 JHLｼﾞｭﾆｱﾘｰｸﾞ西ブロック SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ 7～8 全国U-12指導者研修会 東京都

21~22 土日 南九州中学生本大会 横川･牧園 21～22 全日本車椅子大会 北九州市 21～22 全日本車椅子大会 北九州市

29 日 南九州女子クラブリーグ 溝辺 21~22 南九州高校本大会 宮崎県

5 土 第2回強化委員会(14時～) 鹿児島市勤労者交流センター 2～6 日本選手権（男子） 岡山市

5 土 県総合運営委員会(17時～) 鹿児島市勤労者交流センター

12 土 県総合抽選 鹿児島市内 25~27 九州小学生親善 SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ 23~27 日本選手権大会 石川県金沢市

25～27 金土日 24～27 JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ さいたま市

9 土 JHL鹿児島大会 国分

9～11 土日月 県総合選手権大会 吉田文体セ

16～17 土日 JHL鹿児島大会 国分

16～17 土日 春の全国中学生県予選 吉田文体セ

23 土 第2回定例理事会(17:30～) 鹿児島市勤労者交流センター

11 木 JHL鹿児島大会 国分 ４～7 九州高校選抜 宮崎市 14(日) 第2回全国理事長会議 東京都

14～16 全日本社会人チャレンジ 福井県

27～28 土日 JHL鹿児島大会 国分 20 九州審判長会議 未定 指導委員会全国研修会 東京都

20～21 九州審判研修会 未定 11～14 JSPO公認コーチ3養成講習会 東京都

6～7 土日 県小学生大会 溝辺 6 九州理事長会 佐世保市 12～14 JHLプレーオフ 東京都

13 土 第3回定例理事会(17:30～) 鹿児島市勤労者交流センター 6~7 西日本私学大会 山鹿市 24～29 全国高校選抜 山梨県

19～21 九州中学生選抜 大分市 26～29 春の全国中学生選手権 氷見市

県高校新人大会(25鹿ｱ26溝辺･隼人27溝辺)

3月

全国　※会議・研修会は青字

６月

県内　※会議は青字

12月

2月

九州　※会議は青字

7月

5月

1月

9月

4月

10月

11月

12:30～審判・TD会議　15:00～代表者会議　16:30～第1回全国理事長会議　於　霧島市のホテル京セラ

国分(4日,5月,6火,7水,8木) 溝辺(4日,5月,6火,7水,8木) 横川(4日,5月,6火) 隼人(4日,5月) 精華(4日,5月)
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