
NO 種　　　別 期　日 会　場 締切 チーム数 使用球 九州・西日本・ 全国大会
1 第３７回西日本壮年大会　　　　　 4/4.5 雲仙市 3/21. 16 ゴム 5/9.10   熊本県阿蘇市　中止

2 第4１回ｸﾗﾌﾞ選手権男子　　　　　 4/4.5 3/21. 16 革 5/30.31 鹿児島県南九州市　中止 7/18~20 山形県中止

3 第4１回ｸﾗﾌﾞ選手権女子　　　　　 4/5. 3/22. オープン 革 5/30.31   鹿児島指宿市　中止 7/11~13  高知市　中止

4 第６０回実業団男子選手権　　　　　 中止 長崎市 オープン 革 5/16.17 佐賀県佐賀市　中止 7/11~13　滋賀県　中止

5 第３４回全日本ｼﾆア大会　　　　　 中止 雲仙市 オープン ゴム 9/26~28 兵庫県　中止

6 高校春季大会男子第２１回、女子第5４回　　　 中止 島原市 オープン ゴム

7 令和２年度シニアSP春季大会 延期 オープン ゴム

8 令和２年度レディースSP春季 延期 オープン ゴム

9 第３２回九州実年大会　　　　　　　 中止 佐世保市 オープン ゴム 6/13,14 福岡市　中止

10 第６６回全日本総合選手権男子　 中止 16 革 7/25,26　鹿児島市　中止 9/19~21 福井県　中止

11 第７２回全日本総合選手権女子　　 中止 オープン 革 6/27.28　北九州市　中止 9/19~21 三重県　中止

12 令和２年度実年SP春季 6/27,28 西彼杵郡 20 ゴム

13 第１７回全日本一般男子　　　　　 中止 諌早市 オープン ゴム 18チーム登録までオープン参加　　　　　　　　 9/26~28 宮城県　中止

14 令和２年度エルダ―SP春季 延期 未定 オープン ゴム

15 第３３回ねんりんピック 中止 諌早市 ゴム 11/1~3　岐阜県揖斐川市

16 令和２年度壮年SP春季 7/25,26 西海市 20 ゴム

第５５回高校体育大会男子 6/6.7 オープン ゴム 各県（２）7/11.12   　沖縄県　 8/16^19 広島県尾道市  

第７２回高校体育大会女子 6/6.7 オープン ゴム 各県（２）7/11.12   　沖縄県　　 8/6~9　　広島県尾道市  

18 第３４回全日本小学生大会（男女）　　　 中止 雲仙市 18 ゴム２号
男）8/8~11  岩手県　中止
女）8/8~11　静岡県　中止

19 第２１回西日本小学生大会　　 中止 松浦市 18 ゴム２号  7/25~27  宮崎市　中止

20 第３８回九州小学生大会　（男女）　　 中止 東彼杵郡 18 ゴム２号 8/1~2　鹿児島市　中止

21 第１５回全日本ハイシニア大会　　　　　　 中止 島原市 オープン ゴム 10/10~12　山梨県　中止

22 第３１回九州レディースSP 中止 西海市 オープン ゴム 6/21.　西海市　中止

23 第２９回全日本実年大会　　　　　　　　　 中止 松浦市 オープン ゴム 9/12~14  四国　中止

24 令和２年度長崎県スポーツ少年団大会 中止 諌早市 16 ゴム２号 8/22.23諌早市 中止

25 第２０回中学生大会（男女）　　 中止 島原市 　 オープン ゴム 男)　7/18.19　長崎県　中止 8/11~13   大阪市　中止

26 第２４回西日本シニア大会 中止 佐世保市 6/20. オープン ゴム 9/19.20 長崎県　中止

27 第１７回九州一般男子大会　 7/4.5 大村市 6/20. オープン ゴム （各県２)10/10.11　福岡県大牟田市

28 第３５回全日本壮年大会　　　　　　　 中止 諌早市 　 16 ゴム 10/10^12　新潟県　中止

29 第６８回西日本男子大会　　　　　 中止 西彼杵郡 6/27. 16 革  9/12.13 高知市　中止

30 第２９回西日本実年大会　　　　　 中止 雲仙市 7/4. オープン ゴム 10/31.11/1　徳島県　中止

31 第20回中学生男子九州大会 中止 島原市 オープン ゴム  長崎県　中止

32 第４２回中学校体育大会 7/26.27 長崎市 ゴム 男女各県（２）8/6.7　沖縄県 （男女）8/18~21 愛知県豊田市

33 第２２回九州壮年大会　　　　　　　 ８/1.2 西彼杵郡 7/18. 16 ゴム 各県（２）10/24.25　佐賀県武雄市　　　　　　

34 第３２回九州シニア大会　　　　　　 中止 諌早市 7/25. オープン ゴム 10/10.11　宮崎県　中止

35 スポーツ少年団　九州大会 ８/２2.23 諌早市

36 第４７回少年大会 中止 佐世保市 ゴム２号

令和2年度長崎県小学生交流大会 8/29,30 佐世保市 第47回少年大会が中止になったため、新たに開催します。詳細は別途連絡します。

37 第１０回西日本一般男子 中止 雲仙市 8/22. オープン ゴム 10/31.11/1　鳥取市　中止

38 第1６回西日本ハイシニア 中止 8/29. オープン ゴム 11/7.8　岡山県　中止

39 令和２年度ﾚﾃﾞｨｰｽSP秋季 9/13. 8/30. オープン ゴム

40
令和２年度高校新人大会（男女）
第１５回九州高校秋季大会（男女）

9/19.20 諌早市 オープン ゴム
各県（２）11/7~8    (男）鹿児島県日置市
各県（２） 11/14~15 （女）鹿児島県南九州市

41 第24回西日本シニア大会 中止 西彼杵郡 20 ゴム 長崎県時津町　中止

42 第６３回郡市対抗大会 9/26.27 西海市 9/12. 16 革、内外

43 令和２年度壮年SP　秋季 10/3.4 雲仙市 9/19. 20 ゴム

44 令和２年度シニアSP秋季 10/10.11 9/26. オープン ゴム

45 令和２年度ｴﾙﾀﾞｰSP秋季 10/11 9/27. オープン ゴム

46 第１４回全日本小学生選抜男女 10/17.18 平戸北松 10/3. 18 ゴム2号
男）R3.3/27~29  山口県山口市
女）R3.3/27~29 鹿児島県南九州市

47 第３１回九州小学生選抜男女 10/17.18 諌早市 10/3. 18 ゴム2号 宮崎市　R3.3/27.28　男3.女3

48 第３１回中学校新人大会 10/24.25 大村市 10/10. オープン ゴム

49 令和２年度実年SP大会　秋季 10/24.25 諌早市 10/10. 20 ゴム

50 第３８回全国高校選抜大会男子 （男）3.3/26~29 和歌山県紀の川市

51 第３９回全国高校選抜大会女子 （女）3.3/20~23　栃木県太田原市　

52 第1８回県協会長旗大会男女 11/7.8 東彼杵郡 10/24. 16 革

53 第７１回県民体育大会 11/14,15 長崎市
54 第５１回県協会納会 11/21 佐世保市
55 第３１回中学生選抜大会（男女） １１/28.29 大村市 11/14. オープン ゴム 九州（男女2) R3.2/20.21  鹿児島県 R3.3/27~29（男）  岡山県新見市

56 公認指導者対象講習会 4/29 東彼杵郡 R3.3/27~29（女）  福岡県北九州市

10/17.

西彼杵郡17

　　  令和2年度長崎県大会計画　 　　　　　　　※令和2年4月24日現在の状況

5/9.10（男）熊本県　（女）大分県　中止

西彼杵郡

未定

西海市

西海市

長崎市

オープン10/31.11/1 西彼杵郡 ゴム


