
九州協会主催 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 第50回　九州選手権/第44回女子クラブ 熊本 大分 宮崎 長崎 沖縄 佐賀 鹿児島 福　岡 熊本 大分 宮崎 長崎 沖縄
2 第34回　九州ブロック国体 福岡 熊本 大分 宮崎 長崎 鹿児島 佐　賀 沖　縄 福岡 熊本 大分 宮崎 長崎
3 第23回　九州JOC大会 沖縄 長崎 大分 宮崎 熊本 福岡 佐　賀 鹿児島 沖縄 大分 長崎 宮崎 熊本
4 第35回　九州小学生親善 福岡 鹿児島 沖縄 熊本 宮崎 大分 長　崎 佐　賀 福岡 沖縄 鹿児島 熊本 宮崎
5 第43回　九州高校選抜大会 大分 佐賀 長崎 鹿児島 福岡 熊本 沖　縄 宮　崎 大分 佐賀 長崎 鹿児島 福岡
6 第27回　九州中学生選抜大会 熊本 沖縄 佐賀 福岡 鹿児島 長崎 宮　崎 大　分 熊本 沖縄 佐賀 福岡 鹿児島

第8回　北部九州女子リーグ 大分 福岡 長崎 佐賀 大分 福岡県 長崎担当 佐賀 大分 福岡 長崎
第8回　南部九州女子リーグ 宮崎 熊本 鹿児島 宮崎 鹿児島/山鹿市 鹿児島 宮崎 熊本 宮崎 熊本 鹿児島

8 第８回 サニックスカップUー１７国際交流 福岡 福岡 福岡 福　岡 福　岡 福岡 福岡 福岡 福岡

九州高体連事務局 福岡 福岡 大分 大分 佐賀 佐賀 熊　本 熊　本 熊本 鹿児島
九州中体連事務局 沖縄 沖縄 佐賀 佐賀 長崎 長崎 福　岡 福　岡 大分 大分
九州ハンドボール協会事務局 宮崎 宮崎 宮崎 宮崎 大分 大分 大　分 大　分 福岡 福岡 福岡 福岡

連盟主催 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28
1 第64回　全九州高校選手権大会 宮崎 熊本 大分 福岡 鹿児島 沖縄 長　崎 宮　崎 佐　賀 熊本 大分
2 第43回　全九州中学校体育大会 宮崎 大分 熊本 沖縄 佐賀 鹿児島 福　岡 長　崎 宮崎 宮崎 大分
3 第２3回　学生春季リーグ 福岡 福岡 福岡 福岡 福岡 福岡 福　岡 福　岡 福岡 福岡 福岡
4 第２3回　学生秋季リーグ 宮崎 沖縄 宮崎 熊本 沖縄 熊本 宮　崎 沖　縄 宮崎 沖縄
5 第４1回　九州高専大会 有明 都城 北九州 熊本電波 鹿児島 久留米 大　分 八代 佐世保 有明 都城

日本協会主催 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28
1 第34回　全国クラブ西地区 兵庫 東海 中国 佐賀 四国 和歌山 静岡県袋井市 山　口 鹿児島 高知 中国 九州
2 第27回　全国小学生 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京田辺市 京　都 京都 京都 京都
3 第19回　ジャパンオープン 兵庫 秋田 大分 新潟 千葉 山口 高山市・下呂市 東　京 長　崎 和歌山 岩手
4 第69回　国民体育大会 岡山 兵庫 秋田 大分 新潟 千葉 山　口 岐　阜 東京 長　崎 和歌山
5 第64回　全日本総合 福井 愛知 東京 石川 東京 東　京 東　京 愛知 愛知
6 第31回　JOCカップ 堺 堺 堺 堺 名古屋 名古屋 名古屋市 福島 福島 福島 沖縄 沖縄 沖縄
7 第38回　全国高校選抜 東京 徳島 徳島 徳島 花巻 花巻 花　巻 静　岡 愛知 愛知 兵庫
8 第10回　春の全国中学生 富山 富山 富山 富山 富山 氷見 氷　見 氷　見 氷見 氷見 氷見

連盟主催 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28
1 第2回　社会人選手権 函館市 仙台市 鹿児島 高知
2 実業団チャレンジ2013 宮崎 高知 ？ 名古屋市
3 第20回　全国マスターズ 大阪 愛知 富山 神奈川 愛知？ 豊田市 大　阪 愛　知
4 第4３回　全国中学校 香川 福島 福井 宮崎 呉市 京　都 茨　城
5 第6５回　全国高校総体体育大会 千葉 大阪 佐賀 埼玉 奈良 沖縄 花　巻 新　潟 佐　賀 関東 近畿
6 第５３回　西日本大学選手権 福岡市 岡山 豊田市 京　都 九　州 中四国 東海 関西
7 第5７回  インカレ/５０回女子 神奈川 東海 北海道 中四国 北信越 大阪 花　巻 福　岡 山梨 岐阜 函館
8 第39回　全国高専 兵庫 香川 北海道 熊本 北陸 神奈川 広　島 青森 徳島 沖縄
9 第64回　全日本総合 大　阪 名古屋 名古屋
10 第14回　全日本ビーチ 千葉 神戸市 神　戸 神戸市 神戸 愛知
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11 第10回　車椅子競技大会 兵庫 和歌山 和歌山 和歌山 滋　賀 徳島 徳島


