
日　　程 大　会　名 会　　場 日　　程 大　会　名 会　　場 日　　程 大　会　名 会　　場 日　　程 大　会　名 会　　場

４／ ４／ ４／ ４／

2～4（金～日） 高校選抜火の国 パークドーム外 4（日） 139回熊壮定期 宇土市営

11（日） 全日本小学生県予選 八代コミュニティ 1１（日） 61回県レディース定期 運動公園C

18（日） 春季クラブ対抗 運動公園メイン，Ｂ 22（木） スポレク選考会 運動公園A

29（木） 県中学選手権（団体） 運動公園メイン 29（木) 九州オープン 福岡市 25（日） 県下選手権八代大会 八代コミュニティ

 29（木） 熊本市内高校 パークドーム 　

５／ ５／ ５／ ５／

8（土） 全小学生県個人決勝リーグ 宇土市営 2（日） 西日本百歳 佐世保市 2～5（日～水） 九州学生春季リーグ戦 熊本市・運動公園メイン 2（日） 64回熊日杯壮年 三の丸

（予備5/9宇土）　 3～5（月～水） アジア競技大会日本代表選考会 大阪市 　 　 　

8～9（土～日） 県高校選手権 運動公園メイン 9（日） 52回萩原旗西日本 鹿児島市 22～24（土～月） 九州学生選権・シングルス 佐賀県 15（土） 全日本レディース県予選 運動公園ﾒｲﾝＤ8　

15～16（土～日） 17回全日本シングルス 埼玉県狭山市 　

16（日） 成年・シニア兼ﾏｽﾀｰｽﾞ予選 運動公園メイン 16（日） 24回九州実業団 大分市 23（日） 県高校総体個人 パークドーム 　 　 　

22～23（土～日）22～23（土～日）22～23（土～日）22～23（土～日） 61回九州選手権61回九州選手権61回九州選手権61回九州選手権 八代市八代市八代市八代市

　　　　 　　　　 　　　　 28～6/1（金～火） 県高校総体 運動公園メイン

６／ ６／ ６／ ６／

5（土） 県中学選手権(個人） 八代コミュニティ 　 　 　 1（火） 県高校総体 運動公園メイン 5（土） 28回ﾐｽﾞﾉﾚﾃﾞｨｰｽ県予選 パークドーム

（予備6/7）　 13（日） 第1回日連評議委員会 東京都 　 　 　 6（日） 140回熊壮定期 八代コミュニティ

13（日） 国体最終選考会（成年） 運動公園Ａ 　 　 　 19～20（土～日） 全九州学生団体対抗 福岡市 13（日） 9回小川杯壮年 人吉村山コート

20（日） 県総合選手権 運動公園メイン 25～27（金～日） 39回ハイスクールジャパン 札幌市 　 　 　

７／ ７／ ７／ ７／

4（日） クラブ選手権 運動公園A・B 3～4（土～日） 西日本シニア選手権 滋賀県長浜市外 　 　 　

4（日） 国体少年男女2次選考 ﾊﾟｰｸﾄﾞｰﾑ　6面 17～18（土～日） 64回西日本選手権 兵庫県三木市 17～18（土～日） 九州高校総体 長崎県 4（日） 141回熊壮定期 宇土市営

17～18（土～日） 20回九州小学生親善(夏） 運動公園メイン外 23～25（金～日） 全日本実業団選手権 山口県宇部市  県中学総体 　

（17ﾒｲﾝ・A・B，18ﾒｲﾝ・ﾄﾞｰﾑ） 　 　 　

８／ ８／ ８／ ８／

1（日）　 九州百歳大会 人吉村山コート 1～3（日～火） 全日本レディース個人 仙台市 5～12（木～木） 全日本高校選手権 沖縄市 　 　 　

10～11（火～水） 松下杯争奪中学生女子 運動公園ﾒｲﾝ外 5～8（木～日） 27回全日本小学生選手権 北海道旭川市 6～8（金～日） 九州中学生大会 長崎県 　 　 　

（10ﾒｲﾝ・ﾄﾞｰﾑ，11ﾄﾞｰﾑ） 20（金） 第１回九連理事会 鹿児島県 6～12（金～木） 全日本学生選手権 滋賀県長浜市外 　   

17～18（火～水） 松下杯争奪中学生男子 運動公園ﾒｲﾝ外 21～22（土～日） 30回九州地区国体 鹿児島県 23～25（月～水） 全国中学生大会 岡山市 22（日） 宇土地蔵まつり 宇土市営

（17ﾒｲﾝ・ﾄﾞｰﾑ，18-ﾄﾞｰﾑ） 25～27（水～金） 32回全日本レディース団体 東京都江東区 23～29（月～日） 18回日韓中ジュニア交流 中国鄭州市 29（日） 18回九電杯壮年 運動公園　Ｂ8面

17～18（火～水） 高校1年生 八代コミュニティ

21（土） step２熊本県代表選考会 ﾊﾟｰｸﾄﾞｰﾑ　

９／ ９／ ９／ ９／

3～5（金～日） 5回step3九州選考会 熊本市・ﾊﾟｰｸﾄﾞｰﾑ 　 　 　

4～5（土～日） 38回全日本社会人選手権 さいたま市 　 　 　

12（日） 県小学生選手権 玉名・蛇ｹ谷公園 10～12（金～日） 14回全日本ｼﾆｱ選手権 福岡県北九州市

11～12（土～日） 17回JOC杯・全日本ｼﾞｭﾆｱ 広島市 　 21回繊月杯壮年 人吉村山コート

　 　 　 　 　 　

18～20（土～月） 日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2010 三重県四日市市 18～19（土～日） 県民体育祭（荒尾大会） 玉名・蛇ヶ谷公園

26（日） ミックスダブルス 美里町カントリー 25～29（土～水） 65回国民体育大会 千葉県白子町 23（木） １2回県ﾚﾃﾞｨｰｽ成年・シニア 運動公園ﾒｲﾝＣ7

県内・その他

《《《《 平平平平 成成成成 ２２２２ ２２２２ 年年年年 度度度度 大大大大 会会会会 一一一一 覧覧覧覧 》》》》 そそそそ のののの １１１１

《《《《 平平平平 成成成成 ２２２２ ２２２２ 年年年年 度度度度 大大大大 会会会会 一一一一 覧覧覧覧 》》》》 そそそそ のののの ２２２２

熊本県連盟主催 国際・全国・九州大会等 中体連・高体連・学連等



日　　程 大　会　名 会　　場 日　　程 大　会　名 会　　場 日　　程 大　会　名 会　　場 日　　程 大　会　名 会　　場

１０／ １０／ １０／ １０／

3(日) 県連盟会長杯 運動公園　ﾒｲﾝ 　 　 　 　 　 　

9～10（土～日） 県高校新人 運動公園　ﾒｲﾝ 9～12（土～火） 23回ねんりんピック 石川県能登町 9～10（土～日） ナガセケンコー杯九州学生 福岡県

11(月)(ｿﾌﾄﾃﾆｽの日） 県中高OB・OG及び親子 運動公園Ｂ10 15～17（金～日） 65回全日本選手権 徳島市 17（日） 142回熊壮定期 八代ｺﾐｭﾆﾃｨ

24（日） 秋季クラブ対抗 運動公園ﾒｲﾝ，A 16～19（土～火） 23回全国スポレク祭 富山県高岡市

30（土） 県中学新人(個人） 八代コミュニティ 　 　 　 　 　 　 　 　 　

 (予備11/3　八代コミュニティ)  29～31（金～日） 24回日本実業団リーグ 京都府福知山市 　 　 　 26（火） 62回県レディース定期 宇土市営

31（日） 熊日学童ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ団個 パークドーム 30～31（土～日） 17回全日本クラブ選手権 千葉県白子町 30～11/2（土～火） 九州学生秋季リーグ戦 長崎県 31（日） 菊池米争奪(予備11/7) 七城町

１１／ １１／ １１／ １１／

7（日） 県中学新人(団体） 運動公園　ﾒｲﾝ 6～7（土～日） 九州レディース個・団 佐賀県 3（水） 65回熊日杯壮年 宇土市営

（予備11/13八代ｺﾐｭﾆﾃｨ　）　 　 　 　 6～7（土～日） 県下高校学校対抗 運動公園メイン

　 　 　 13～19（土～金） 16回アジア競技大会 中国広州市 18（木） 5回県レディース連盟会長杯 運動公園ﾒｲﾝＣ7

20～21（土～日） 第10回九州各県対抗シニア 八代コミュニティ 19～22（金～月） 5回ジュニアジャパンカップ 宮崎市

   　 　 　

27～28（土～日） 県中学地区対抗 パークドーム　 　 　 　

28（日） 県インドア兼九州インドア予選 パークドーム 　 　 　

28（日） 県教職員大会 運動公園　A・B 28（日） 15回九州小学生選手権 福岡市

１２／ １２／ １２／ １２／

5（日） 全国小学生県予選 水俣市ｴｺﾊﾟｰｸ 4（土） 西日本代議委員会 東京都

　 　 　 5（日） 第2回日連評議委員会 東京都 5(日） 九州学生選抜インドア 福岡市 4（土） 熊壮錬成大会 三の丸

11（土） 都道府県対抗中学選抜1次選考会 八代コミュニティ 11～12（土～日） 40回九州高校新人 大分県

18～19（土～日） 都道府県対抗中学選抜2次選考会 玉名・蛇ヶ谷公園 16～19（木～日） 28回日本リーグ 広島市

25～26（土～日） 九州ジュニア選抜 運動公園ﾒｲﾝ，A,B

26（日） 成年男女国体一次 宇土市営

H23／１／ H23／１／ H23／１／ H23／１／

9（日） 熊壮初打ち大会 運動公園B

15～16（土～日） 21回九州小学生親善(冬） ドーム・運動公園A・B 22（土） 第２回九連理事会 宮崎県

23（日） Ｕ14step2選考会 運動公園メイン 23（日） 46回九州インドア 宮崎県

30（日） 56回全日本インドア 大阪市

30（日） １級審判研修会 長崎県 　 　

２／ ２／ ２／ ２／ 　

12～13（土～日） 第5回国際熊本大会 県立総合体育館 　12～13　（土～日） 日本リーグ入替戦 名古屋市 　

　 　 　 　　 　 　 　 常任理事会 　

19～20（土～日） 中央ﾛｰﾀﾘｰ旗九州選抜 運動公園A,B 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

３／ ３／ ３／ ３／

12（土） 成年男女国体２次選考会 パークドーム（半面） 　 　 　 　 22年度県連総会 　

12（土） ハイスクールジャパンカップ予選 パークドーム（半面） 26～28（土～月） 22回都道府県対抗全日本中学 三重県伊勢市

21（月） ４回ジュニア研修 宇土市営 　 　 　 27（日） 23回九州中学選抜 鹿児島県 　 県レディース連盟総会 　

29～31（火～木） 10回全国小学生大会 千葉県白子町 29～30（火～水） 36回全日本高校選抜大会 名古屋市

熊本県連盟主催 国際・全国・九州大会等 中体連・高体連・学連等 県内・その他


