
月 日 会議 日 講習会・審査･帯同 日 小学生 日 中学生 日 高校生・高専 日 大学生 日 社会人クラブ 日 ＪＨＬソニーチーム

17 総会(よかセンター8F多
目的ホール)10時開会

九州学生春季リーグ(福
岡市)

九州一般・女子クラブ選
手権県予選

17 第1回定例強化委員会
(よかセンター7F)13時

17 全国審判長会議（ZOOM）
13:30～

18 ﾃｸﾆｶﾙｵﾌｨｼｬ研修会
(ZOOM)13:30～担当者

24～25 オムロンカップ小学生親
善大会（山鹿市）

22～23 県中学生春季
(姶良･国分)

26～28 県高校総体
（吉田・郡山）

1～5 九州学生春季リーグ
（福岡市）

15～16 九州一般・女子クラブ選
手権(山鹿市他)

中止 高松宮杯全日本社会人選
手権(福井県)

中止 高松宮杯全日本社会人選
手権(福井県)

18 九州理事長会(佐賀) 25～28 JSPO公認コーチ３養成講
習会(愛知県)

26～27 全国小学生県予選
（蒲生）

18～20 全九州高校総体(佐賀) 12 国体成年男子選手選考会
（吉田文化体育）

国体成年男子選手選考会
（吉田文化体育）

20 全日本大会担当ﾚﾌｪﾘｰ研
修会(西ﾌﾞﾛｯｸ)ZOOM

3 第1回定例理事会
(よかセンター)17:30

10 役員養成講習会（式典課
事業／よかｾﾝﾀｰ）17時～

27～28 県中学総体
（姶良・吉田）

10～11 九州高専大会（沖縄県豊
見城市民）

西日本インカレ（福岡） 2～4 全国西地区クラブ
(山鹿市他)

1 JHL新法人発表
(JHAから独立)

2～3 全国西地区クラブ選手権
（熊本市）Ｂ級審査

10 日本選手権県予選
（吉田文化）

10 日本選手権県予選
（吉田文化）

10 日本選手権県予選
（吉田文化）

17～18 県高校生1年生大会
（吉田・姶良）

24～ TOKYO
オリンピック

九州中学総体（佐賀） 7/29～ 全国小学生大会
(京田辺市)～8/1

6～8 九州中体連(SAGAｻﾝﾗｲｽﾞ
ﾊﾟｰｸ他)

16～21 全国高校総体(福井市) 11～15 西日本学生選手権
(九州学連：福岡市)

11～14 ジャパンオープン
（栃木市)

21～22 ブロック国体（福岡市） JHLｼﾞｭﾆｱﾘｰｸﾞ西ブロック
（国分・隼人）

13～15 全国クラブチームカップ
(堺市)

27(金) 九州理事長会(福岡) 28～29 ブロック国体（福岡市） 23～25 全国中学校総体
(さいたま市)

28～29 ブロック国体(福岡市早
良)少年男女

21～22 ブロック国体(九産大ｱﾘｰ
ﾅ)成年男女

21～22 ブロック国体(福岡)
成年男女

21～22 ブロック国体(福岡)
成年男女

28,29 県中学１年生大会
（吉田文化体育）

27～29 全国高専大会（花巻市） 24～28 九州学生秋季リーグ(豊
見城市民)

21～22 JHLテクニカルofficial
会議（ZOOM）

24(金) 全国理事長会議(鈴鹿市) 19～20 Ａ級審判審査（日本選手
権九州：佐世保市）

18･19 県民体育大会
（隼人体育館）

18･19 県民体育大会
（隼人体育館）

18・19 県民体育大会
（隼人体育館）

4 VSオムロン(国分)

24～26 ＷＭＧ2021プレ大会（ﾜｰ
ﾙﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞ）京都府

19～20 日本選手権予選
(佐世保市)

19～20 日本選手権予選
(佐世保市)

19～20 日本選手権予選
(佐世保市体文)

18 VS北國銀行(国分)

20 VSｲｽﾞﾐﾒｲﾌﾟﾙﾚｯｽﾞ
(国分)

25～ 三重国体(鈴鹿市他)
～10/1

25～ 三重国体(鈴鹿市他)
～10/1

25～ 三重国体(鈴鹿市他)
～10/1

25～ 三重国体(鈴鹿市他)
～10/1

2～3 JOC九州地区予選
(吉田･姶良･国分･牧園）

2～3 JOC九州地区予選
(吉田･姶良･国分･牧園）

30 VS三重バイオレット
(国分)

15～17 サニックス杯（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱ
ﾘｰﾅ）

30～31 南九州中学生県予選
（吉田・隼人）

23～25 南九州高校県予選
(姶良･隼人･西原ア)

31 VSテラスホテルズ
(国分)

27 県総合運営委員会・代表
者会（抽選会）

6～7 全日本車椅子大会
(北九州市)

6～7 九州小学生親善県予選
(溝辺)

20･21 南九州高校本大会
(牧園・溝辺・隼人)

6～10 全日本学生選手権
（甲府市）

27･28 南九州女子リーグ
（溝辺）

6～7 全日本車いす大会（北九
州市）

全国U-12指導者研修会
(東京都)

4 第2回定例強化委員会 19 南九州小学生ﾁｬﾚﾝｼﾞ交流
大会(小5･6男女選抜)

23～26 JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ
（徳島市）

１～５ 男子日本選手権（堺市） １～５ 男子日本選手権（堺市） １～５ 男子日本選手権（堺市） １～５ 男子日本選手権（堺市）

都城市早水体育館 11～12 県総合選手権大会
（蒲生・吉田・郡山）

11～12 県総合選手権大会
（蒲生・吉田・郡山）

11～12 県総合選手権大会
（蒲生・吉田・郡山）

24～26 九州小学生親善（福岡） 18～19 県総合選手権大会
（鹿児島市民）

18～19 県総合選手権大会
（鹿児島市民）

18～19 県総合選手権大会
（鹿児島市民）

25～27 県高校新人大会
（溝辺・国分）

22 第2回定例理事会 15～16 春の全国中学生県予選
(吉田文化体育センター)

5～9 女子日本選手権大会
（山鹿市）

5～9 女子日本選手権大会
（山鹿市）

5～9 女子日本選手権大会
（山鹿市）

5～9 女子日本選手権大会
（山鹿市）

８～９ 県総合選手権大会(姶良)
※予備日

８～９ 県総合選手権大会(姶良)
※予備日

８～９ 県総合選手権大会(姶良)
※予備日

22 VSラヴィッツ
（国分）

13 第2回全国理事長会議 4～6 九州高校選抜(大分市) 26～27 県小学生大会：オムロン
カップ県予選（姶良）

3～6 九州高校選抜
(大分市昭和電工)

11～13 全日本社会人チャレンジ
(福井県北陸電力)

13 VSブラックブルズ
（国分）

19 九州審判長会議
（会場未定）

19～20 九州審判長会議(19)
九州審判研修会(20)

19 VSアランマーレ
（国分）

20 審判研修会（会場未定） 全国指導委員会研修会
(東京都)

第3回定例理事会
会計監査・事業監査

18～21 JSPO公認コーチ３養成講
習会(東京都)

5 九州理事会(佐賀県) 18～21 九州中学生選抜(山鹿市) 5～6 西日本私学大会(山鹿市)
第1週土日

11～13 JHLプレーオフ東京

26～29 春の全国中学生選手権
(氷見市)

24～29 全国高校選抜
(名古屋市)

2月

3月

7月

8月

9月

10月

11月

令和３(2021)年度スケジュール

4月

5月

12月

1月

６月


