
 ２０１６（平成２８）年度 年間スケジュール 

 

連盟別 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

県協会関係 

       他 

総会 第 70 回県春季大会    第７１回県選手権大会 

4(日)   県立体育館 

18(日)   県立体育館 

19(月)   県立体育館 

22(木)   県立体育館 

10(日)         ビッグ愛 3(火)～5(木)、8(日)  

県立体育館 

   

 近畿協会役員打ち合わせ会 近畿協会理事会総会 国体近畿ブロック大会 

 7(土)  近畿(大阪)協会事務局 11(土)           兵庫県 20(土)21(日)  京都ﾊﾝﾅﾘｰｽﾞ 

ミニ 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ   

連盟 

   第 17 回夏季ミニ大会   第 3 回秋季ミニ大会 

   2(土)3(日)9(土)10(日)  3(土)4(日)11(日)   湯浅ＳＣ 

第３２回ｵﾆﾂｶ杯  (尼崎市)   湯浅ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 全関西    広島県立総合 第 5 回フレッシュミニ大会 

23(土)24(日)  ﾍﾞｲｺﾑ総合    12(金)13(土)14(日)  22(木)        ﾋﾞｯｸﾞﾎｴｰﾙ 

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 67 回県中学校選手権 第68回県中学校総合体育大会 近畿中学校総合体育大会 ｵｰﾙｽﾀｰ県選考会(女子)  

  12(日)         橋本体育館 26(火)27(水) 新翔高･新宮高 7(日)8(月)      橋本体育館 3(土)      河南総合体育館 

    全国中学校大会 ｵｰﾙｽﾀｰ県選考会(男子)  

    22(月)～25(木)      福井県 ８月/27(土) 河南総合体育館 

高体連 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 

専門部 

  第69回県高校総合体育大会 全国定通大会県予選 全国定通体育大会 県定通総合体育大会 

  4(土)～7(火)     和歌山市 ６月 11(土)      粉河高校 1(月)～4(木)   東京体育館 10(土)          紀南地区 

 近畿高校選手権大会 近畿高専大会 全国高校総体  

  24(金)～26(日) 

滋賀県立・におの浜ＳC 

9(土)10(日)   三重県名張市 7/31(火)～8/5(月)  広島市  

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 リーグ戦 

 22(日)       拝待体育館       5(日)12(日)    拝待体育館 

26(日)   海南市総合体育館 

10(日)        拝待体育館 7(日)   海南市総合体育館 

21(日)28(日)   河南体育館 

4(日)         拝待体育館 

   全日本選抜大会 近畿予選 全日本クラブ選抜大会 

   23(土)24(日)   県立体育館 3(土)4(日)   秋田県横田市 

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     

3/27(日)     荒川中学校 29(日)        南部高校     

   全国ﾏﾏさん交歓大会 近畿女性交歓大会  

   29(金)～31(日)    福岡市 13(土)14(日)   京都府向日市  

車椅子 
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連

盟 

 
日本車イス選手権 

3(火)～5(木)   東京体育館 
    

実業団 
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連

盟 
 

３地区大会 

28(土)29(日) 

OT カップ 

2(土)3(日) 
 

全日本実業団競技大会 

９月 10(土)～12(月) 八王子 

近畿実業団選手権大会 

(前半) 

17(土)18(日)  東淀川体育館 

その他 
U12近畿ブロックエンデバー U14 県エンデバー伝達講習  U18 県エンデバー伝達講習 全日本教員選手権大会 全国マスターズ 

29(金)30(土)  ビッグｳｴｰﾌﾞ 22(日)   岩出第二中学校  2(土)        日高高校 10(水)～14(日)     愛媛県 24(土)～27(火)     秋田県 



 

連盟別 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

県協会関係 

       他 

近畿総合選手権大会    

 

 

全日本総合選手権大会 

ＪＢＡ調整中      東京都 

  

29(土)30(日) 河南･県立体育館   

国民体育大会 

7(金)～10(月)     岩手県   

          奥州市・一関市   

ミニ 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ   

連盟 

  第 43 回冬季ミニ大会 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 

  23(金)24(土)25(日) 9(日)   松下体育館[予定]  4(土)5(日)  京都･太陽が丘 

京都ｽﾎﾟｰﾂ少年団大会              ﾋﾞｯｸﾞﾎｴｰﾙ他   全国大会 

15(土)16(日)[予定]   京都府     28(火)～30(木)     代々木 

中学生 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 

連盟 

 第 32 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  第 2 回県中学校 1 年生大会 第 25 回近畿ｵｰﾙｽﾀｰ大会 

 12(土)13(日) 河南体育館他 17(土)     河南総合体育館  男 4(土)、女 5(日) 田辺 SP 他 5(日) 京都府ﾊﾝﾅﾘ-ｽﾞｱﾘｰﾅ 

 第 4 回県ｼﾞｭﾆｱ選手権大会 The 8th Festival 2016 in 紀北   第 30 回都道府県対抗大会 

 26(土)27(日) 湯浅 SC 他 24(土)25(日)    橋本体育館   28(火)～30(木)    東京都他 

高体連 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 

専門部 

 第 53回県高校秋季選手権大会  県高校新人大会   

 10(木)～13(日)     和歌山市  14(土)～17(火)     田辺地区   

  全国高校選抜優勝大会  近畿高校新人大会  

  23(金)～29(木) 東京都体育館  18(土)19(日) 滋賀県立･におの浜  

クラブ 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 

連盟 

 第 43 回クラブ選手権大会     

 13(日)          拝待体育館 

20(日)27(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 

1(土)2(日)    静岡県草薙市   ﾞ 28(土)29 (日) 中央･東淀川ﾞ  18(土)～20(月) 群馬県前橋市 

女性 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 

連盟 

リーグ戦      

    近畿交流大会 

26(日)  海南市総合体育館 

 

車椅子 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 

連盟 

いわて大会 

22(土)～24(日)     一関市 
     

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 

(後半) 

15(土)16(日)  東淀川体育館 

全日本社会人大会 

5(土)6(日) ｼﾞｯﾌﾟﾟｱﾘｰﾅ岡山 

 

  

高松宮杯全国実業団選手権 

 11(土)～14(火)    豊田市 

その他 
    近畿ﾌﾞﾛｯｸｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ  

    2526(土)(日)   草津東高校  


