
 ２０１５（平成２７）年度 年間スケジュール 

 

       月 

連盟等 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

県協会関係 

       他 

総会 第 69 回春季大会 全国障害者大会リハーサル 第 70回選手権第 11 回会長杯  紀の国わかやま国体 
（第 70 回国民体育大会） 
22(火)～26(土)   

和歌山市・海南市 
ﾋﾞｯｸﾞﾎｴｰﾙ他 

12(日)        ビッグ愛 4(月)～6(水)  県立体育館 大会兼近畿ブロック予選 

7(日) 知的：田辺ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ 

車イス：ﾋﾞｯｸﾞｳｴｰﾌﾞ 

12(日)    ビッグウエーブ 

19(日)    湯浅ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

20(月)    県立体育館 

 

 近畿協会役員打ち合わせ会 近畿協会総会 国体近畿ブロック大会 

 8(金)  近畿(大阪)協会事務局 13(土)           滋賀県 15(土)16(日) 羽曳野ｺﾛｾｱﾑ 

ミニ 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ   

連盟 

   夏季大会     第 2 回秋季大会 

   4(土)5(日)   ﾋﾞｯｸﾞﾎｴｰﾙ  5(土)6(日)予備 12(土)13(日) 

第 29 回ｵﾆﾂｶ杯  (尼崎市)   12(日)      松下体育館ﾞ 全関西    広島県立総合 湯浅ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

25(土)26(日)  ﾍﾞｲｺﾑ総合    13(月)14(火)15(水) 広島県  

中学生 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 

連盟 

県選手権 各ブロック大会 県選手権 各ブロック大会 第66回県中学校選手権大会 県中学校総合体育大会 近畿中学校総合体育大会 ｼﾞｭﾆｱｵｰﾙｽﾀｰ県選考会 女 

  14(日)白浜町立総合体育館 28(火)29(水) 打田・粉河中 10(月)11(火) 奈良市中央 8/29(土)     河南体育館 

    全国中学校大会 ｼﾞｭﾆｱｵｰﾙｽﾀｰ県選考会 男 

    22(土)～25(火) 一関･奥州市 8/30(日)     河南体育館 

高体連 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 

専門部 

 県総合体育大会  5/30(土) 全国定通大会県予選  全国高校総体 県定通総合体育大会 

 31(日)1(月)2(火)  和歌山市 6/13(土)      粉河高校  7/28(火)～8/3(月)  京都市 13(日)        粉河高校 

  近畿高校選手権大会 近畿高専大会 全国定通大会  

  19(金)～21(日) 京都ﾊﾝﾅﾘｰｽﾞ 11(土)12(日) 神戸市立中央 3(月)～6(水)       東京  

クラブ 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 

連盟 

 リーグ戦 リーグ戦 リーグ戦 リーグ戦  

 24(日)       拝待体育館 14(日)         河南体育館 

 

26(日)   海南市総合体育館  2(日)9(日)     河南体育館 

23(日)30(日)  

海南市総合体育館 

 

  全日本選抜大会 近畿予選 全日本クラブ選抜大会 

  25(土)26(日)      滋賀県 5(土)6(日)         新潟県 

女性 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 

連盟 

全国ﾏﾏさん・近畿交歓予選 リーグ戦     

3/31(日)荒川中学校体育館 17(日)     

   全国ﾏﾏさん交歓大会 近畿女性交歓大会  

   24(金)～26(日)    札幌市 22(土)23(日) 滋賀県立体育館  

車椅子 
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟 

車イス近畿リーグ 

18(土)・19(日)        舞洲 

日本車イス選手権 

4(月)～6(水)   東京体育館 
 

近畿リーグ(審判講習会) 

 

近畿リーグ(審判講習会) 

 
 

実業団 
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟 

 
３地区大会 

30(土)31(日) 愛媛県今治市 

OTC カップ 

27(土)28(日)   ﾋﾞｯｸﾞﾎｴｰﾙ 
 

近畿実業団選手権 

９月 5(土)6(日)  京都・大阪 

全日本実業団競技大会 

12(土)～14(月) 埼玉県深谷市 

その他 
 U12 近畿ブロックエンデバー U13 県エンデバー伝達講習   全国マスターズ 

 ６月 13(土)14(日)   奈良県 21(日)        岩出二中   19(土)～20(火)  小松･加賀市 



 

       月

 

連盟等 １０ １１ １２ １ ２ ３ 

県協会関係 

       他 

紀の国わかやま大会 
（全国障害者スポーツ大会）   

全日本総合選手権大会 

１(土)～１１(日)     東京都 

 

 

 

 

 

  

24(土)・25(日) 

知的(田辺ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ) 

車イス(ビッグウエーブ) 

  

近畿総合選手権大会   

24(土)25(日) ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅ神戸   

ミニ 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ   

連盟 

 第 4 回フレッシュミニ大会 冬季大会 ＪＢＡキッズフェスティバル  近畿ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会 

 15(日)       ﾋﾞｯｸﾞﾎｴｰﾙ 19(土)20(日)  ﾋﾞｯｸﾞﾎｴｰﾙ 11(日) 松下体育館[予定]  5(土)6(日)    舞洲アリ－ナ 

京都ｽﾎﾟｰﾂ少年団大会  23(水)       松下体育館   全国大会 

17(土)16(日)[予定] 京都府     28(月)29(火)30(水) 代々木 

中学生 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 

連盟 

 第 31 回県中学校新人大会 ｼﾞｭﾆｱｵｰﾙｽﾀｰ最終選考会 Festival  県中学校 1 年生大会 男 都道府県対抗ｼﾞｭﾆｱ大会 

 7(土)8(日) 県立･河南総合他 19(土)    河南総合体育館 4(月) 橋本 ６(土)  田辺ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ他 28(月)～30(水)    東京他 

 県ジュニア選手権大会 Festival  全国ジュニア大会 県中学校 1 年生大会 女 近畿中学生ｵｰﾙｽﾀｰ大会 

 22(日)23(月)    湯浅 SC 他 23(水)              橋本 12/25(金)～27(日)  愛知県 7(日)  田辺ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ他 2/28(日)    兵庫県立総合 

高体連 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 

専門部 

 県秋季選手権大会  県新人大会   

 5(木)～8(日)    和歌山市  未定           田辺地区   

 近畿定通大会 全国選抜優勝大会  近畿高校新人大会  

 15(日)        河南体育館 23(水)～29(火) 東京都渋谷  20(土)21(日) 舞鶴市・宮津市  

クラブ 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 

連盟 

 第 42 回クラブ選手権大会     

 15(日)        拝待体育館 

23(月)29(日)   河南体育館 

    

中日本選手権大会  近畿クラブ選手権大会  全日本クラブ選手権大会 

3(土)4(日)         奈良県   30(土)31(日)      京都府ﾞ  19(土)～21(月)    愛媛県 

女性 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 

連盟 

リーグ戦      

未定    近畿交流大会  

28(日)海南市立総合体育館 

車椅子 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 

連盟 

近畿リーグ 

3(土)4(日) 舞洲 

 

全日本女子、全国ｼﾆｱ大会 

21(土)22(日)  

神戸ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅ 

近畿車椅子選手権大会 

5(土)6(日)        舞洲 

 

  

日本選手権近畿予選 

 

 

実業団 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 

連盟 

近畿実業団選手権大会 全日本社会人大会   高松宮杯全国実業団選手権  

3(土)4(日)  

大阪市立中央体育館 

10/31(土)11/1(日)  鳴門市   11(木)～14(日)    仙台市  

 

その他 
関西女子学生リーグ戦 U18 県エンデバー伝達講習  U18 近畿ブロックエンデバー U13 近畿ブロックエンデバー （古家杯） 

10(土)      県立体育館 15(日)     和歌山北高校  ２月 27(土)28(日)   京都府 ３月 5(土)6(日)     兵庫県 11(金)～13(日) 県立体育館 


