
令和　３　年度　　　　　　事　業　予　定　表　

№ 大会名 期　日　（予定日） 予備日 会場

1 春季総合大会 4/4(日） ― 守山市・栗東市

2
実業団男女県予選

（教員予選）
4/11(日) （4/18） 東近江市 布引GS

3 クラブ男女県予選 4/11(日) （4/18） 東近江市 布引GS

4 健康福祉祭県予選 4/18(日)・4/25(日) （5/2） 大津市 和邇運動公園

5 スポレク県予選 4/25(日) ― 野洲市 野洲川河川公園

6 U杯小学生研修大会 4/29(木) 甲賀市 市民スタジアム

7 全日本総合女子県予選 5/9(日) （5/23） 湖南市 親水公園

8 全日本総合男子県予選 5/9(日) （5/23） 湖南市 親水公園

9 エルダー大会県予選 5/9(日) （5/16） 近江八幡市 安土文芸の里

10 小学生男女大会県予選 5/9(日) （5/16） 彦根市

11 教員選手権近畿予選 5/15(土)～16(日) （5/23） 兵庫県 明石市

12 クラブ女子近畿予選 5/16(日) （5/30） 和歌山県 橋本市

13 壮年大会県予選 5/16(日) （5/23） 長浜市 神照運動公園

14 実業団男子近畿予選 5/16(日) （5/23） 奈良県 天理市

15 シニア県予選 5/16(日)・6/27(日) （7/11） 大津市 和邇運動公園

16 クラブ男子近畿予選 5/23(日) （5/30） 東近江市 布引GS

17 中ﾌﾞﾛｯｸ女性審判員研修会 ＜中止＞

18 一般男子県予選 6/6(日) （6/13） 甲賀市 土山グラウンド

19 レディース県予選 6/12(土)～13(日) （6/19） 草津市 野村運動公園

20 全日本総合男子近畿予選 6/19(土)～20(日) (7/3,4) 京都府 福知山市

21 ハイシニア県予選 6/19(土)・26(土) （7/3） 栗東市 野洲川グラウンド

22 実年大会県予選 6/20(日) (6/27) 東近江市　蒲生グラウンド

23 エルデスト県予選 6/20(日) （6/27） 湖南市 野洲川グラウンド

24 全日本総合女子近畿予選 6/26(土)～27(日) (7/3,4) 大阪府 泉南市

25 クラブ女子選手権 7/17(土)～19(月) （7/20） 静岡県 富士見市

26 クラブ男子選手権 7/17(土)～19(月) （7/20） 熊本県 阿蘇市

27 実業団女子選手権 7/17(土)～19(月) （7/20） 北海道 俱知安町

28 実業団男子選手権 7/17(土)～19(月) （7/20） 広島県 尾道市

29 県民体育大会 7/18(日)・25(日) ― 長浜市 神照運動公園他

30 近畿小学生男女大会 7/24(土)～25(日) （7/31） 草津市 野村運動公園

31 教員選手権 7/31(土)～8/2(月) ― 山梨県 北社市

32 全日本小学生女子大会 7/31(土)～8/3(火) ― 宮崎県 宮崎市

33 全日本小学生男子大会 8/7(土)～10(火) ― 滋賀県 守山市

34 県少年少女大会 8/14(土) (8/15) 甲賀市 伴谷グラウンド

35 国体近畿予選 8/21(土)～23(月) (8/24) 大阪府 泉南市

36 シニア大会 8/28(土)～31(火) 湖南市 親水公園

37 ハイシニア大会 8/28(土)～31(火) 湖南市 親水公園

38 全日本一般男子大会 8/28(土)～30(月) ― 京都府 亀岡市

39 全日本実年大会 9/4(土)～6(月) ― 長野県 伊那市

40 全日本レディース大会 9/11(土)～13(月) ― 岩手県 花巻市

41 全日本総合女子選手権 9/18(土)～20(月) 栃木県 大田原市

42 全日本総合男子選手権 9/18(土)～20(月) 茨城県 石岡市

43 日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ男子 9/18(土)～21(火) 岡山県 新見市

44 日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ女子 9/18(土)～21(火) 岡山県 岡山市、久米南町

45 近畿壮年大会 9/25(土)～26(日) 無 京都府 宮津市

46 近畿エルデスト大会 9/25(土)～26(日) (10/2) 奈良県 広陵町

成年男子　明和町

成年女子　熊野市

少年男子　志摩市

少年女子　紀北町

48 全日本シニア大会 10/1(金)～3(日) ― 福島県 いわき市

49 日本リーグⅠ部　7節 10/2(土)～3(日) （10/4） 甲賀市 甲賀スタジアム

50 全日本壮年大会 10/2(土)～4(月) ― 高知県

51 近畿レディース大会 10/2(土)～3(日) 無 兵庫県 伊丹市

52 日本リーグⅢ部　4節 10/8(金)～10(日) （10/11） 草津市 野村運動公園

53 全日本ハイシニア大会 10/9(土)～11(月) ― 香川県 

54 近畿エルダー大会 10/9(土)～10(日) (10/17) 大阪府 貝塚市

55 全日本エルデスト大会 10/15(金)～17(日) ― 沖縄県

56 近畿一般男子大会 10/16(土)～17(日) 無 和歌山県 御坊市

57 近畿シニア大会 10/16(土)～17(日) (11/6) 湖南市 親水公園

58 近畿実年大会 10/23(土)～24(日) 無 和歌山県 橋本市

59 近畿ハイシニア大会 10/23(土)～24(日) （10/30） 高島市

60 日本海総合男子選手権

61 中ブロック実年大会 10/30(土)～31(日) 兵庫県 小野市、加東市

62 中ブロックエルダー大会 10/30(土)～31(日) 兵庫県 西脇市

63 ねんりんピック 10/31(日)～11/2(火) 岐阜県 揖斐川町

64 河本杯県総合大会 11/7(日) 湖南市 親水公園他

65 春季小学生男女県予選 11/14(日) （11/21） 長浜市 神照運動公園

71 春季小学生男子大会 2022/3/26(土)～28 福岡県 北九州市

72 春季小学生女子大会 2022/3/26(土)～28 愛媛県

47 国民体育大会 9/26(日)～28(火)



№ 大　　　会　　　名 期　日　＜開会式日～＞ 予備日 会　　　場
1 審判・記録員研修会
2 oh！湖草津宿場杯 　5/3(月)～5(水) 　草津市 野村運動公園

3 春季高校総合体育大会 　6/3(木)～5(土) (6/6) 　守山市 市民運動公園

4 近畿高校選手権大会（男女） 　7/17(土)～18(日) (7/19) 　奈良県 生駒市　他

5 三県大会予選会 　守山市 市民運動公園

6 全国高校総合体育大会（女子） 　7/30(金)～8/2(月) (8/3) 　福井県 敦賀市

7 全国高校総合体育大会（男子） 　8/5(木)～8(日)　　　　　　 (8/9) 　福井県 敦賀市

8 和歌山・奈良・滋賀　三県高校女子大会 　生駒総合グラウンド

9 国体近畿予選 　大阪府

10 近畿公立女子ソフトボール大会 　生駒総合グラウンド

11 近畿私学大会 　高島市 今津総合運動公園

12 県民体育大会　（女子） 　8/28(土)～29(日) (9/4) 　守山市 市民運動公園

13 県民体育大会　（男子） 　8/29(日) (9/4) 　守山市 市民運動公園

14 国民体育大会 　9/26(日)～28(火) 　三重県 志摩市(男子)、紀北町(女子）

15 秋季高校総合体育大会 10/28(木)～30(土) (10/31) 　守山市 市民運動公園

16 高校指導者研修会
17 高校選抜・男子  2022/3/25(金)～28(月) 　岐阜県 各務原市

18 高校選抜・女子  2022/3/19(土)～22(火) 　広島県 尾道市

19 全国私学大会

中学校
№ 大　　　会　　　名 期　　　　日 予備日 会　　　場
1 春季総合体育大会（強化練習会） 　5/20(木)～22(土) (5/23) 　守山市民運動公園

2 全日本中学生大会県内予選 　6月 　県内中学校

3 琵琶湖杯強化練習会 　7/3(土)～4(日) 　未定

4 夏季総体ブロック予選 　7/17(土)～18(日) 　各ブロック

5 夏季総合体育大会 　7/26(月)～29(金) (7/30) 　野村運動公園

6 三県大会 　8/1(日)～2(月) 　和歌山県

7 近畿中学校大会 　8/4(水)～5(木) (8/6) 　兵庫県

8 全日本中学男子大会 　8/14(土)～16(月) 　大阪府 大阪市

9 全日本中学女子大会 　8/14(土)～16(月) 　大阪府 大阪市

10 全国中学校男子大会 　8/21(土)～24(火) 　茨城県 那珂市

11 全国中学校女子大会 　8/21(土)～24(火) 　茨城県 水戸市

12 秋季体育大会 　10/15(金) 　各ブロック

13 第1次　中央合同強化練習会 　10/30(土)～31(日) 　未定

14 第2次　中央合同強化練習会 　2022/3/5(土) 　未定

15 都道府県対抗全日本中学生男子大会 　2022/3/26(土)～28(月) 　岡山県 新見市

16 都道府県対抗全日本中学生女子大会 　2022/3/26(土)～28(月) 　大阪府 大阪市

大学
№ 大　　　会　　　名 期　　　　日 予備日 会場

1 大学女子選手権 　8/27(金)～29(日) (8/30) 　愛知県 安城市

2 大学男子選手権 　9/11(土)～13(月) (9/14) 　富山県 富山市

大学東西対抗

高等学校


