
月 日 事　　　業 会　場 日 事　　　業 会　場 日 事　　　業 会　場

　 　 　

7 理事会 交流セ 14 全国審判長会議、競技運営者会議 東京

未定 小学校役員会 未定 30～4 九州学生リーグ・春季 福岡 26～28 東アジアクラブ選手権 韓国

8 高体連専門委員会・監督会 交流セ 10～12 九州一般選手権 鹿児島

25～28 第46回高校総体 てるはD他 〃 女子クラブ選手権 鹿児島 8～12 全日本社会人選手権 福井

　

1～2 県民総合スポーツ祭 てるはD

1 社会人運営委員会 てるはD 14 理事長会議(九州ブロック抽選会) 長崎 8 日本協会理事会 東京

8～9 技術講習会 小林 14～16 全九州高校 長崎 19 日韓定期戦 東京

21 第1回中体連専門部会 武道館 14～16 おりひめトライアル 熊本市 20・22 ジャパンカップ 東京

未定 第29回小学生新人（全国予選） 未定

23 定時評議員会 東京

4 高体連専門委員会 交流セ 6～7 全国クラブ選手権　西地区大会 沖縄

13～15 西日本学生選手権 愛知

6 スポーツ少年団中央大会 県体育館 13～14 九州高専大会 鹿児島 15～28 男子ジュニア世界選手権 スペイン

20～29 女子ジュニアアジア選手権 レバノン

16～18 第70回県中学校総体 早水

未定 常任理事会 未定

27～28 高校1年生 延岡市

8～10 九州中学校 宮崎 1～5 全国小学生大会 京都

3～9 全日本高校選手権大会 熊本

13～14 全種別合同国体強化合宿 早水 9～13 J－オープン 鹿児島

24～25 第13回宮崎県小学生チャレンジ交流大会 てるはD 16 理事長会（JOC抽選・高校選抜予備抽選） 佐賀 12～14 東日本学生選手権 富山

24～25 第9回県中学1年生大会 てるはD 16～18 九州ブロック国体 佐賀 20～23 全国中学校大会 兵庫

23～25 全国高専大会 山口

25～29 九州学生リーグ・秋季 熊本

31～1 NTSトレーニング（U-16） 山鹿

8 Mリーグ 県体育館 7～8 NTSトレーニング（U-13） 山鹿

14～15 第33回小学生（九州予選） 早水

28～29 高等学校等トップ選手強化事業 小林 22～23 日本選手権九州ブロック大会 鹿児島

5～6 JOC杯九州地区予選 佐賀 2 全国理事長会議 茨城

11 高体連専門委員会・監督会 交流セ 3～7 国民体育大会 茨城

15 第2回中体連専門部会 武道館 18～20 サニックスカップ 福岡 12 日本協会理事会 東京

未定 Mリーグ 未定

未定 南九州女子クラブリーグ 未定

2～3 第43回中学校秋季体育大会 早水 2～4 九州小学生親善 長崎 8～12 全日本学生選手権 宮城

9～11 第55回高校新人 都城 16～17 南九州大会(中学の部) てるはD 19～24 日本選手権(男子) 東京

未定 Mリーグ 未定 21～24 Japan Cup 2019 東京

30～1 高等学校等トップ選手強化事業 てるはD 未定 南九州大会(高校の部) 鹿児島 30～15 女子世界選手権 熊本

8 Mリーグ 早水 　

25～26 第37回高校選抜 てるはD 21～25 日本選手権大会(女子) 未定

22～26 JOCジュニアオリンピックカップ 埼玉

未定 NTSｾﾝﾀｰトレーニング(高校） 東京

11～12 第35回中学生選抜 てるはD 7 九州高校選抜抽選会（開封） 沖縄 未定 NTSｾﾝﾀｰトレーニング(中学） 東京

30 高体連専門委員会 交流セ

2 Mリーグ 早水 6～9 九州高校選抜 沖縄

16 総合選手権・代表者会議 未定 8 日本協会理事会 東京

23 日本リーグ宮崎大会 宮崎市 9 全国理事長会 東京

24 第56回総合選手権(1回戦～2回戦) てるはD 14～16 全日本社会人ﾁｬﾚﾝｼﾞ2019 鹿児島

7～8 UMK青少年スポーツフェスタ 延岡市 7 理事会（中学生選抜、九州選手権抽選） 佐世保

14～15 第56回総合選手権(準々決勝～決勝) てるはD 13～15 日本リーグプレーオフ 東京

未定 審判員講習会 未定 26～28 九州中学生選抜 宮崎市 25～29 春の全国中学生選手権 氷見

21 常任理事会 未定 24～29 全国高校選抜大会 埼玉・千葉

R2年度 全九州高校　6月

九州高校選抜　2月
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