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回次 大　会　名 会期 申込〆切 抽選会 会場 大　会　名 会期 会場 会期 会場

R4 34 全般 R4 　R4市協会事業日程調整会議  R4/1/20（木） 　社教ｾﾝﾀｰ (県)県協会　理事会・総会 R4/ 1/22（土） 　宮崎市

1月 35 少年 R3 　お別れ大会・ナガセ旗総合選手権大会  R4/1/9（日）  R3/1/6(木) 　北川

- 少年 R3 　マリーンズ主催大会  R4/1/16（日） ←中止 　北川

36 少年 R3 　旭化成スポーツ教室等イベント  R4/1/30（日） ←延期 － 　北川

R4 37 少年 R3 　県体協ｼﾞｭﾆｱ育成技術講習会  R4/2/6 (日) ←中止 － 　長浜 (九)九州中学生選抜(男女) R4/2/26(土)～27 　宮崎市

2月 38 全般 R3 　延岡市協会　理事会・総会 　社教ｾﾝﾀｰ

39 中学 34 　ナガセ旗リーグ大会  R4/2/27(日)  R4/2/16(水)  R4/2/17(木) 　長浜・北川 (日)高校選抜女子 R4/3/19(土)～22 　広島県尾道市

(県)指導者・審判・記録伝達講習会 R4/ 3/6（日） 　宮崎（武道館） (日)高校選抜男子 R4/3/25(金)～28 　岐阜県各務原市

R4 40 中学 28 　日豊中学ディリー大会  R4/3/5、6(土日) ←中止 　北川、妙田 (準県)UMKフェスタ R4/3/12、13 　宮崎市 (日)都道府県対抗中学生(男子) R4/3/26(土)～28 　大阪市

3月 41 少年 28 　少年新人ディリー大会  R4/3/20(土) ←中止 　北川・妙田 (準県)日向オープン R4/3/19、20 　日向市 (日)都道府県対抗中学生(女子) R4/3/26(土)～28 　大阪市

少年 　　↑市内小学生交流試合を検討中  R4/3/20(土) ←検討中 　北川 (県)西日本壮年県予選 R4/3/27(日) 　日向市 (日)全日本春季小学生(男子) R4/3/26(土)～28 　北九州市

　　● 1 一般 43 　全日本クラブ男子選手権県予選会 R4/3/27(日) 　3/17(木) 　3/27(当日) 　北方 (県)全日本実業団県予選 R4/3/27(日) 　日向市 (日)全日本春季小学生(女子) R4/3/26(土)～28 　愛媛県

　　● 1 一般 43 　全日本クラブ男子女子選手権(予備日) R4/4/3(日) 　北方 (県)全日本クラブ男子県予選 R4/3/27(日) 　延岡市 (九)九州春季小学生(男女) R4/3/26(土)～27 　南九州市

2 一般 74 　県ｽﾎﾟｰﾂ祭延岡市予選(男・女子)   4/3(日)   3/17(木)   3/24(木) 　北川 (県)九州オールレデイース県予選   4/3(日) 　児湯郡都農

2 一般 74 　県ｽﾎﾟｰﾂ祭延岡市予選(男・女子)予備日   4/10(日) － － 　北川 (県)全日本総合選手権県予選会 　4/17(日) 　延岡市 (準九)九州私学高校女子大会 　4月？未定 未定

3 少年 36&24 　全国・西日本市予選   4/3(日)   3/17(木)   3/24(木) 　長浜 (県)全日本総合選手権県予選会予備日 　4/24(日) 　延岡市

4月 3 少年 36&24 　全国・西日本市予選予備日   4/10(日) 　西階補助 (県)九州高校春季県予選(男女)  4/23、24(土日)   都城市

● 4 一般 68 　全日本総合男女選手権県予選会 　4/17(日) 　4/7(木) 4/17(当日) 　北方（北川） (準県)スポ少春季大会  4/23、24(土日)   宮崎市

● 4 一般 74 　全日本総合男女選手権県予選会予備日 　4/24(日) － － 　北方（北川）

5 高校 104 　県北高校春季大会（予備日なし）   4/29(金)   4/12(水)   4/13(木) 　西階補助(北川)

6 中学 61 　県北少年少女スポーツ大会   4/30(土)   4/14(木)   4/21(木) 　北川・妙田 (九)九州高校春季男子 　5/7､8(土日) 　水俣市

6 中学 61 　県北少年少女スポーツ大会   5/1(日) － － 　西階補助・妙田 (県)全国・西日本小学生県予選   4/30～5/1(土日)   宮崎市 (九)九州高校春季女子 　5/7､8(土日) 　竹田市

7 高校 1 　県内高校男子交流大会   5/3､4(火水)   4/20(水)   4/21(木) 　北川・北方 (県)全国・西日本小学生県予選女子   5/3(火)   宮崎市 (西)西日本壮年 　5/7､8(土日) 　沖縄県

6 中学 61 　県北少年少女スポーツ大会(予備日)   5/5(木) － － 　西階補助・妙田 (県)九州実年県予選 　5/1(日) 　小林市 (九)全日本実業団男子九州予選 　5/14､15(土日) 　鹿児島市

5月 8 少年 40 　九州小学生市予選会 　5/15(日) 　5/5(木) 　5/5(木) 　長浜 (県)中学選手権大阪大会県予選  5/7、8(土日) 　西都市 (九)全日本大学選手権男女九州予選 　5/21、22(土日) 　南九州市

8 少年 40 　九州小学生市予選会(予備日) 　5/22(日) － － 　長浜 (県)全日本一般男子県予選 　5/8、15(日) 　日向市 (九)九州オールレデイース 　5月 　久留米市

　(注) 5/23～5/30　北川Ｇは、ほたる祭り (県)ねんりんピツク県予選   5/15(日) 　宮崎市 (準九)九州公立大学大会 　未定 未定

9 全般 R4 　三種審判員・記録員認定講習会 　5/22(日) 　5/19(木) － 社教ｾﾝﾀｰ、長浜 (準県)南九州中学都城大会  5/21、22(土日) 　都城市 (九)全日本クラブ男子選手権九州予選 　5/28～29(土日) 　鹿児島県

10 全般 R4 　ミニソフト大会(ソフト活性化イベント） 　5/29(日) 　5/26(木) － 　長浜 (県)高校総体(兼全日本高校選手権)   5/28(土)～31 　宮崎市 (九)全日本クラブ女子選手権九州予選 　5/28～29(土日) 　指宿市

11 中学 72 　中学夏季市予選会(中体連) 　6/11、12(土日) － － 　西階補助

(県)県民ｽﾎﾟｰﾂ祭県大会(男女)   6/4､5(土日) 　宮崎市 (九)全日本教員選手権九州地区予選 　6/12､13(土日) 　指宿市

12 全般 R4 　救命講習会(日程は消防署の都合による) 　6/5(日) 　6/2(木) － 　消防署 (県)九州小学生男子県予選   6/11、12(土日) 　西臼杵 (九)九州実年 　6/18､19(土日) 　鹿児島県

6月 13 一般 35 　市民健康大会 　6/19(日) 　6/9(木) 　6/19(当日) 　西階補助 (県)九州小学生女子県予選   6/18(土) 　西臼杵 (九)全日本総合選手権男子九州予選 　6/25、26(土日) 　南九州市

14 一般 4 　宮崎県ゴムボール選手権市予選会 　6/19(日) 　6/9(木) 　6/16(木) 　北方 (県)全日本壮年県予選 　6/12日) 　宮崎市 (九)全日本総合選手権女子九州予選 　6/25、26(土日) 　南九州市

(県)全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ県予選   6/12(日) 　宮崎市

● 15 一般 31 (県)全日本・西日本実年県予選   6/26(日)   6/16(木)   6/26(当日) 　北方(西階) (県)全日本・西日本実年県予選   6/26(日) 　延岡市

● 15 一般 31 (県)全日本・西日本実年県予選(予備日）   7/3(日) － － 　北方 (県)全日本シニア県予選   7/3(日) 　都城市 (九)九州レデイースSP 　7月 　長崎県

14 一般 4 　宮崎県ゴムボール選手権市予選会（予備日）   7/10(日) － － 　北方 (県)全日本レデイース県予選   7/3(日) 　都城市 (九)九州高校総体(男女) 　7/9、10(土日) 　宮崎市

16 一般 9 　会長杯大会(革orゴム)（予備日なし）   7/10(日)   6/23(木)   6/30(木) 　北方 (準県)スポ少県中央大会 　7/3(日) 　宮崎市 (九)九州中学生男子   7/16(日)～17 　長崎県

17 全般 R4 　理事会＆体育協会向け表彰委員会   7/14(木) 　社教ｾﾝﾀｰ (準県)黒木幹夫杯大会(宮崎) ? 7/9､10(土日) 　宮崎市 (日)全日本実業団選手権(男子) 未定 未定

7月 (準県)東九州小学生大会(日程検討中) 　7/16、17(土日) 　門川町 (日)全日本実業団選手権(女子) 　7/23(土)～25 埼玉県

(県)全国中学校男子(中体連) 　7/16､17 　宮崎市 (日)全日本クラブ男子選手権(男子) 　7/30(土)～8/1 　札幌市

(県)全国中学校女子(中体連) 　7/23､24 　宮崎市 (西)西日本小学生男女 　7/下旬 　四国

(県)高校1年生大会   7/16、17(土日) 　日向 (九)九州小学生男女 　7/30、31(土日) 　宮崎市

(県)九州壮年県予選   7/17(日) 　宮崎市 (日)全日本教員選手権 未定 未定

(準県)お舟出小学生大会(日程検討中) 　7/23、24(土日) 　日向市 (日)全国小学生女子   7/30(土)～8/2 　滋賀県

 R4/2/20（日AM）←書面表決に変更

Ｒ４年度　九州・西日本・全日本大会(抜粋)

大　会　名
月 No. 種目

Ｒ４年度　延　岡　市　大　会 Ｒ４年度　県大会・準県大会
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　8/4(木)～8/7 　高知市

● 18 一般 69 (県)西日本選手権県予選 　8/7(日) 　7/28(木) 　8/7(当日) 　北方（北川） (県)九州・西日本ｼﾆｱ県予選   8/7(日) 　都城市 　8/19(金)～22 　高知市

● 18 一般 69 (県)西日本選手権県予選予備日 　8/14(日) － － 　北方 (県)西日本選手権県予選 　8/7(日) 　延岡市 (九)全国中学生男女九州地区大会  8/上旬 　長崎県

(県)西日本選手権県予選予備日 　8/14(日) 　延岡市 (日)全国小学生男子   8/6(土)～9 　岡山県

19 一般 5 　アシックス旗大会→北川ナイターリーグ 　8/20(土) 　8/10(水) 　8/11(木) 　北川 (西)西日本大学選手権男子女子 　8月？未定 宇都市、熊野市

8月 20 少年 33 　あけぼの運転代行大会 　8/21(日) 　8/4(木) 　8/11(木) 　北川・妙田・長浜 (準県)ｵｰﾌﾟﾝﾄｰﾅﾒﾝﾄ大会 　8/20､21(土日) 　宮崎市 (日)中学選手権大阪大会(男女) 未定 　大阪市

(日)全国中学校男子 未定 未定

(日)全国中学校女子 未定 未定

21 中学 23 　中学新人兼第イナダor中島Ｓ杯大会 　8/27､28(土日) 　8/11(木) 　8/18(木) 　西補・妙田・北川 (県)九州一般男子県予選   8/28(日)、9/11(日) 　日向市 (九)国体九州ブロック(成年・少年) 　8/27、28(土日) 　熊本県

21 中学 23 　中学新人兼第イナダ杯or中島Ｓ大会(予備日) 要検討 (注)中学校運動会9月4日? (日)全日本大学選手権女子 未定 未定

(日)全日本一般男子 　8/20(土)～22 　福岡県

(日)全日本実年 未定 未定

(九)九州ハイシニア 　9/上旬 　熊本県

22 少年 33&16 　九州兼全日本春季市予選兼内外ゴム大会(日程検討) 　9/11(日) 　8/31(水) 　9/1(木) 　北川 (県)高校新人・九州高校秋季(男女) 　9/10(土)～12 　宮崎市 (西)西日本男子選手権 　9月 　山口県

22 少年 33&16 　九州兼全日本春季市予選兼内外ゴム大会(予備日) 　9/18(日) ←要検討 － 　長浜 (準県)南九州高校都城大会 　9/17、18(土日) 　都城市 (日)全日本レディース 　9/10(土)～12 　長野県

(県)宮崎県ゴムボール選手権大会 　9/17、18(土日) 　宮崎市 (日)全日本大学選手権男子 未定 未定

(県)宮崎県革ボール選手権大会 　9/17、18(土日) 　宮崎市 (日)全日本マスターズ大会(男子) 未定 未定

9月 23 少年 16 　イナダ旗or中島Ｓ大会(予備日なし) 　9/23(金) 　9/1(木) 　9/8(木) 　北川・妙田・西補 (日)全日本総合選手権男子 　9/17(土)～19 　東海ﾌﾞﾛｯｸ

(日)全日本総合選手権女子 　9/23(金)～25 　南九州市

(西)西日本シニア 　9月 　四国

(準九)ＭＩＳＵＭＩ大会 　10/15、16(土日) 　鹿児島市

(日)国体全国大会(成年男女・少年男女) 　10/8(土)～10 　大田原市

24 中学 47 　中学秋季市予選会(中体連)   10/1、2(土日) － － 　西階補助 (準県)スポ少秋季県大会 　10/15、16(土日) 　宮崎市 (日)全日本シニア 　10/1(土)～3 　宮崎市

25 全般 R4 　小学生春季企画会議   10/6(木) － － 　社教ｾﾝﾀｰ (県)うめだ・UMK小学生県大会 　10/8、9(土日) 　宮崎市 (日)全日本壮年 未定 未定

26 高校 104 　県北高校秋季大会  10/8､9(土日) 　9/22(木) 　9/29(木) 　西階補助・北川 (県)うめだ・UMK小学生ミニソフト 　10/9(日) 　宮崎市 (日)全日本ハイシニア 未定 未定

10月 (県)西日本一般男子県予選   10/9、16(日) 　都城市 (日)全日本エルデスト 10/14(金)～16 　石川県

　 27 一般 36 　市民健康大会   10/23(日)  10/20(木) 現地抽選 　長浜 (九)九州一般男子 10/中旬 　長崎県

(県)高校選抜県予選(全国兼九州)   10/29、30(土日) 　都城 (九)九州シニア 10/中旬 　大分県

28 全般 R4 　小学生春季大会向け企画会議 　10/21(金) ←抽選会のあとを予定 　社教ｾﾝﾀｰ (準県)近郊中学都城大会 　10/26、27(土日) 　都城市 (九)九州壮年 10/22、23(土日) 　豊後大野市

　　● 29 少年 33&16 (県)九州兼全日本春季小学生県予選(1日目) 　10/29(土) 10/19(水) 10/21(金) 北川、妙田、西補 (県)九州兼全日本春季小学生 10/29、30(土日) 　延岡市 (日)ねんりんピック 未定 未定

● 29 少年 33&16 (県)九州兼全日本春季小学生県予選(2日目) 　10/30(日) － － 西補、妙田 (県)九州兼全日本春季予備日、女子 　11/5(土) 　延岡市 (九)九州高校男女秋季 11/19、20(土日) 　沖縄県読谷

● 29 少年 33&16 (県)九州兼全日本春季小学生県予選(予備日) 　11/5(土)、11/6(日) － 北川、(妙田、西補) (県)九州兼全日本春季小学生予備日　11/6(日) 　延岡市 (九)九州大学男女秋季 11/19、20(土日) 　沖縄県読谷

● 29 少年 33&16 (県)九州兼全日本春季小学生女子 　11/5(土) － － 西階補助 (県)中学校秋季県大会 　11/5、6(土日) 　宮崎市

● 29 少年 33&16 (県)九州兼全日本春季小学生予備日 　11/6(日)、11/20(日) － 西階補助 (県)九州中学生選抜県予選 　11/19、20(土日) 　宮崎市 (西)西日本実年 11月 　鳥取県

11月 30 全般 R4 　理事会＆ソフト協会向け表彰委員会   11/10(木) 　社教ｾﾝﾀｰ

31 少年 42 　日豊地区デイリーNo１大会 　11/13(日) 　10/27(木) 　11/3(木) 　北川・北方・長浜 (県)県協会理事会(R3日程調整) 　11月中旬 　宮崎市 (西)西日本一般男子 11/12、13(土日) 　南九州市

32 一般 7 　県女子チーム交流大会 　11/27(日) 　11/17(木) 現地抽選 　西階補助 (西)西日本ハイシニア 11/5、6(土日) 　長崎県

33 全般 R4 　納会 　12/10(土) 　会場検討 (県)宮日ｼﾞｭﾆｱ県大会 　12/3、4、11 　宮崎市

R5 34 全般 R5 　R5市協会事業日程調整会議  R5/1/19（木） － － 　社教ｾﾝﾀｰ (県)県協会　理事会・総会 R5/ 1/21?（土） 　宮崎市

1月 35 少年 R4 　旭化成スポーツ教室等イベント  R5/1/8（日） － － 　北川

- 少年 R4 　マリーンズ主催大会  R5/1/15（日） － － 　北川(1/14、15) ← 1/22（日）は七福神ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

36 少年 R4 　お別れ大会・ナガセ旗総合選手権大会  R5/1/29（日）  R5/1/17(火)  R5/1/19(木) 　北川

R5 37 少年 R4 　県体協ｼﾞｭﾆｱ育成技術講習会  R5/2/4 (土) － － 　西階 (九)九州中学生選抜(男女) R5/2/25(土)～26 　鹿児島県

2月 38 全般 R5 　延岡市協会　理事会・総会 － 　社教ｾﾝﾀｰ (日)高校選抜女子 R5/3/18(土)～21 　鹿児島市

39 中学 35 　ナガセ旗リーグ大会  R5/2/26(日)  R5/2/15(水)  R5/2/16(木) 　西階・北川 (県)指導者・審判・記録伝達講習会 R5/2/26又は3/5 　宮崎（武道館） (日)高校選抜男子 R5/3/26(日)～28 　大村市

40 中学 29 　日豊中学ディリー大会  R5/3/11、12(土日)  R5/2/23(木)  R5/3/2(木) 　西階、妙田、北川 (準県)UMKフェスタ R5/3/11、12 　宮崎市 (日)都道府県対抗中学生(男子) 未定 未定

R5 41 少年 29 　少年新人ディリー大会  R5/3/19(日)  R5/3/2(木)  R5/3/9(木) 　北川・妙田 (準県)日向オープン R5/3/18、19(想定) 　日向市 (日)都道府県対抗中学生(女子) R5/3/25(土)～27 　千葉県

3月 41 少年 29 　少年新人ディリー大会(予備日)  R5/4/2(日) 　(北川・妙田) (県)西日本壮年県予選 R5/3/26(想定) 　日向市 (日)全日本春季小学生(男子) R5/3/26(日)～28 　東海ﾌﾞﾛｯｸ

　　● 1 一般 44 　全日本クラブ男子選手権県予選会 R5/3/26(日) R5/3/16(木) R5/3/26(当日) 　北方 (県)全日本実業団県予選 R5/3/26(想定) 　日向市 (日)全日本春季小学生(女子) R5/3/25(土)～27 　群馬県

4月 1 一般 44 　全日本クラブ男子選手権(予備日) R5/4/9(日) 　(北方) (県)全日本クラブ男子県予選 R4/3/26(想定) 　延岡市 (九)九州春季小学生(男女) R5/3/25(土)～26 　鹿児島県

12月

 R5/2/19（日AM）

(日)全日本高校選手権女子(高校総体)

(日)全日本高校選手権男子(高校総体)

月 No. 種目
Ｒ４年度　延　岡　市　大　会 Ｒ４年度　県大会・準県大会 Ｒ４年度　九州・西日本・全日本大会(抜粋)

大　会　名
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