
４月
5月16･23･30日 春季一般兼JOT・西日本クラブ予選大会

（神戸市立中央体育館、神戸国際大学体育館）

6月6日 第30回全国クラブ西地区大会近畿予選
（滋賀県彦根市民体育センター）

6月26日 小学生春季大会兼全国大会予選 6月19･20日 第15回JOT近畿地区予選
（高砂市総合体育館） （大阪府 家原大池体育館）

７月10～14日 西日本学生選手権大会 7月17～19日 第53回近畿高校選手権大会
（岡山県 岡山県立総合体育館） （京都府 宇治太陽が丘体育館）

7月30日～8月1日 第23回全国小学生大会
（京都府 京田辺市田辺中央体育館、同志社大学体育館他） 6月27日、7月4日 県民体育大会（一般の部）

8月1～6日 高松宮杯第61回全国高校選手権大会 （神戸国際大学体育館） 8月5･6日 第59回近畿中学校選手権大会
（沖縄県 浦添市民体育館他） （和歌山県立橋本体育館）

8月6～8日 第18回全日本マスターズ大会 8月9～12日 県民体育大会（高校の部）
（愛知県豊田市 スカイホール豊田） 13日予備日 （垂水健康運動公園）

8月13～17日 第15回ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ、山口国体ﾘﾊｰｻﾙ大会 8月15日 第27回近畿小学生大会
（山口県 ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ他） （滋賀県 長浜ドーム）

8月17～19日 第38回全国高等専門学校選手権大会
（石川県 いしかわ総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ他）

8月17～20日 第38回全国中学生選手権大会 8月20～22日 第65回国民体育大会 近畿地区予選
（広島県 呉市） （京都府 田辺中央体育館、同志社大学）

8月28･29日 第12回全国ﾋﾞｰﾁﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ選手権大会 8月28.29日 近畿NTS
（兵庫県神戸市 神戸アジュール舞子浜） （京都府 太陽が丘体育館）

9月18～20日 第30回全国クラブ選手権大会西地区大会 9月4･5日 第19回JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ近畿地区予選
（和歌山県 和歌山市） （滋賀県 県立体育館）

9月30日～ 第65回国民体育大会
10月4日 （千葉県 市川市国府台市民体育館他） 10月17･24･31日 クラブ選手権大会

（神戸国際大学体育館）

11月19～23日 高松宮記念杯男子53回女子46回全日本学生選手権 11月3日 小学生秋季大会兼ピーチカップ予選
（大阪府 大阪市中央体育館他） （和田山体育センター）

11月21･22日 第8回日本車椅子ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技大会 11月未定 県大学選手権大会 11月20･21日 第39回近畿クラブ選手権大会
（和歌山県立体育館） （神戸国際大学体育館） （滋賀県 彦根市民体育センター）

12月22～26日 第62回全日本総合選手権大会
（東京都 駒沢体育館）

12月25～28日 第19回JOCジュニアオリンピックカップ
（愛知県体育館、枇杷島スポーツセンター他）

1月4～6日 NTSセンタートレーニング（高校生）
（東京都 味の素ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ）

1月8～10日 NTSセンタートレーニング（中学生）
（東京都 味の素ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ）

2月12･13日 県総合選手権大会
（グリーンアリーナ神戸）

3月12～13日 第35回日本リーグプレーオフ
（東京都 駒沢体育館）

3月25～30日 第34回全国高校選抜大会
（岩手県 花巻市総合体育館他）

3月26～29日 第6回春の全国中学生選手権大会
（富山県 氷見市）
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全　国　大　会 近　畿　大　会

１０月

１１月
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７月

８月
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4月17･18･24日 神戸地区・東播地区春季リーグ戦

4月24･25･29日 阪神地区春季リーグ戦

4月24日 丹有地区春季大会

（各地区会場）

5月28～30日 県高校総合体育大会

（武庫川女子大学総合スタジアム）

6月4～6日 県高校総合体育大会

（神戸市立中央体育館）

7月3日 指導者強化事業

（神戸夙川学院大学）

7月27･28日 第54回県中学総合体育大会

（加古川市立総合体育館）

8月17～19日 長浜ドーム大会

（滋賀県）

9月1日 選手強化事業

（神戸夙川学院大学）

9月11･12･18日 神戸地区秋季リーグ戦

9月19･20･23･25日 阪神地区秋季リーグ戦

9月19･20日 東播地区秋季リーグ戦

9月25日 丹有地区秋季リーグ戦

（各地区会場）

11月20･21日 県新人大会

（加古川市立総合体育館）

11月27･28日 県新人大会

（夙川学院増谷記念館）

12月5日 練習会 12月16～18日 近畿私学大会 12月4･5日 県中学新人大会

（神戸市立中央体育館） （グリーンアリーナ神戸） （神戸国際大学付属高校、神戸星城高校体育館）

1月28～30日 近畿新人大会

（グリーンアリーナ神戸）

3月13日 練習会

（神戸市立中央体育館）
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4月17･18日 神戸市民大会　高校 4月17･18日 近郊中学校大会

（垂水健康公園） （魚住中学校）

4月24日 神戸市民大会　中学校

（本山中学校）

5月1･2日 春季明石市民大会 5月8日 招待中学生強化大会

（明石海浜公園運動場） （加古川市立総合体育館）

6月18日 東西対抗戦　高校

（神戸市立中央体育館）

7月1･2日 中学校総合体育大会

（未定）

8月23･24日 中学校サマーリーグ 8月5･6日 招待高校生強化大会

（明石中央体育館） （加古川市立総合体育館）

9月上旬 西宮市内大会 9月11日 総合体育大会兼東西対抗戦　中学校

（未定） （神戸市立中央体育館）

9月11･12日 総合体育大会　高校

（垂水健康公園）

10月2･3日 中学校新人総合体育大会

（未定）

1月5･6日 西宮市強化練習会

（西宮市立中央体育館）

2月19日 西宮市高校選手権 2月12･13日 神戸市選手権大会 2月5日 加古川市民大会

（西宮市立中央体育館） （神戸市立中央体育館） （加古川市立総合体育館）

３月
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１２月

１月

２月

４月

８月

１１月

１０月

９月

５月
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5月4･5日 春季高校生強化大会

（高砂市総合体育館）

5月29･30日 高砂市杯争奪中学生親善大会

（高砂市総合体育館）

6月25日 中学校総合体育大会

（高砂市総合体育館）

8月15日 朝来市小学生大会

（朝来市 和田山体育センター）

9月18･19日 秋季市民大会

（高砂市総合体育館）

10月1日 中学校総合体育大会

（高砂市総合体育館）

10月24日 秋季高校生強化大会

（高砂市総合体育館）

12月12日 朝来市社会人大会

（朝来市 和田山体育センター）

2月12･13日 冬季市民大会

（高砂市総合体育館）
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