
開催日 開催支部 対応 開催日 開催場所 出場枠 対応 開催日 開催場所 対応

クラブ選手権（男子） 決定済 なし なし 5/2,3 愛知県豊橋市 2 中止 7/18〜20 山形県天童市 中止

クラブ選手権（女子） 推薦 なし なし 5/2,3 愛知県豊橋市 1 中止 7/11〜13 高知県高知市 中止

実業団選手権（男子）      決定済 なし なし 5/9,10 岐阜県羽島市 2 中止 7/18〜20 滋賀県東近江市 中止

大学男子選手権 なし 5/23,24 愛知県知多市 選抜 中止 9/5〜7 富山県富山市 10下へ

大学女子選手権 なし 5/23,24 愛知県知多市 選抜 中止 8/28〜30 愛知県安城市 10中へ

総合男子選手権 決定済 なし なし 6/21,21 三重県明和町 選抜 中止 9/19〜21 福井県越前市ほか 中止

総合女子選手権 5月10日 大垣 中止 6/21,21 三重県伊勢市 選抜 中止 9/19〜21 三重県志摩市 中止

岐阜県男子リーグ      ① 4/19⇒5/17 可茂 未定

              ② 5月31日 可茂 未定

              ③ 6月14日 いび川 未定

              ④ 6月28日 いび川 未定

              ⑤ 8月31日 各務原 未定

岐阜県女子リーグ      ① 4/12⇒5/10 大垣 未定

              ② 5月17日 大垣 未定

              ③ 6月14日 大垣 未定

              ④ 9月6日 可茂 未定

              ⑤ 10月11日 可茂 未定

              ⑥ 10月18日 可茂 未定

予備日 10月25日 可茂 未定

教員 予選なし   なし 6/7 岐阜県多治見市 1 中止 8/1〜3 鳥取県倉吉市ほか 中止

2 レディース大会（兼）全日本・東海予選会 4/12⇒5/3 海津 中止 6/7 岐阜県多治見市 1 中止 8/22〜24 北海道帯広市 中止

5 シニア大会（兼）全日本・東海予選会 4/26⇒5/10 可児 中止 6/7 岐阜県多治見市 1 中止 9/26〜28 兵庫県豊岡市 中止

6 壮年大会（兼）全日本・東海予選会 4/12⇒4/26 郡上 中止 6/7 岐阜県多治見市 1 中止 10/10〜12 ②新潟県三条市ほか 中止

8 実年大会（兼）全日本予選会  5/10,17,24 瑞穂本巣 中止 9/12〜14 ⾹川県丸⻲市ほか 中止

1 春季一般男子全日本予選会     6/7,14,21 山県 中止 9/26〜28 宮城県東松島市ほか 中止

中日本総合選手権（一般男子）        推薦 なし 中止 8/8,9 福井県 1 中止

中日本総合選手権（一般女子）         推薦 なし 中止 8/8,9 三重県紀北町 2 中止

日本マスターズ・壮年予選会

日本マスターズ・エルダー予選会

県エルデスト大会（兼）全日本予選会 中止 10/16〜18 群馬県高崎市 中止

県ハイシニア大会全国・東海予選会 中止 10/18 静岡県浜松市 1 中止 10/10〜12 山梨県甲府市 中止

10 秋季一般男子大会（兼）東海予選会 7/19,26 羽島 中止 10/18 静岡県浜松市 1 中止

中止

10/31,11/1 兵庫県⻄脇市ほか 1 中止

10/18 静岡県浜松市 1 中止

13 秋季一般男子C級大会 8/23,30 海津 中止検討

県秋季壮年大会 中止検討

県女子大会 中止検討

会長杯争奪一般男子大会 中止検討

秋季レディース大会 中止検討

15 秋季シニア大会兼次年度全国ねんりんﾋﾟｯｸ予選会 10/4,11 羽島 11月 神奈川県
18 県総合選手権大会   [男子][女子] 10/18 各務原 中止

県エルダー大会 中止検討

県シニア大会 中止検討

高校春季(東海総体予選)［男子］ 5/30,31 6/20,21 岐阜県揖斐川町 1 中止 8/16〜19 広島県尾道市
高校春季(東海総体予選)［女子］ 5/30,31,6/6 6/20,21 岐阜県揖斐川町 2 中止 8/6〜9 広島県尾道市
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各務原

なし
なし
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なし
なし

上位大会無し

11/8,15 可茂

上位大会無し
上位大会無し

上位大会無し
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（成男）
鹿児島県南九州市

（成女）
  〃 指宿市

（少男女）
  〃 南九州市

（国体）
10/4〜6

上位大会無し9/27,10/4

9/6，13 多治見

上位大会無し
上位大会無し

郡上

上位大会無し

岐阜 中止

1位→中ﾌﾞﾛｯｸ・2位→東海:10/18 静岡県 
なし

なし
なし

なし

美濃関

8/22,23
国⺠体育⼤会
東海ﾌﾞﾛｯｸ大会
愛知県江南市

1

7/26,8/2

6/21,28 陶都
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大 会 名

全日本大会岐阜県大会

9/19〜22 愛媛県八幡浜市ほか

東海大会/中日本大会/中ブロック大会

秋季エルダー大会(兼)中ﾌﾞﾛｯｸ・東海予選会
秋季実年大会中ﾌﾞﾛｯｸ/東海予選会

7/12,19



開催日 開催支部 対応 開催日 開催場所 出場枠 対応 開催日 開催場所 対応

No 大 会 名
全日本大会岐阜県大会 東海大会/中日本大会/中ブロック大会

県高校選手権・中日本予選会［男子］ 7/4,5 羽島 福井県 1
県高校選手権・中日本予選会［女子］ 7/11,12 いび川 三重県紀北町 2
高校新人男子（東海新人、全国選抜予選） 10/24,25 羽島 11/14,15 三重県伊勢市 2 2021.3/26〜29 和歌山県紀の川市
高校新人女子（東海新人、全国選抜予選） 10/24,25,31 可茂 11/14,15 三重県松阪市 2 2021.3/20〜23 栃木県大田原市

7 県中学生大会（兼）全日本・中日本予選会 6/7,13,14 大垣 中止 8/8,9 三重県紀北町 2 中止 8/11〜13 大阪府大阪市 中止

中学校女子総体（県・東海予選） 7/25,26 いび川 ８/6,7 岐阜県揖斐川町 2 8/18〜21 愛知県豊田市
県中学生女子新人大会(兼)東海予選会 11/21,22,23 いび川 R3.3/20,21 愛知県名古屋市 2

4 小学生男女大会（兼）全日本・中日本予選会 5/31,6/6 下呂 中止 8/8,9 福井県・三重県 2 中止 8/8〜11 ①静岡県富士宮市 中止

9 県小学生［男子・女子］大会 6/21,27 可茂 中止

2 2021.3/27〜29 山口県山口市 2/16〆

2 2021.3/27〜29 福岡県南九州市 2/10〆

国⺠体育⼤会ブロック⼤会 選抜 8/22,23 愛知県江南市 種別1 10/4〜6 鹿児島県南九州市
ねんりんピック 11/1〜3 揖斐川町 実施予定

日本女子リーグ２部第３節岐阜・大垣大会 9/12〜13 大垣 実施予定

都道府県対抗中学生女子大会 選抜   実施予定 R3.3/27〜29 鹿児島県南九州市 2/10〆

東海地区大学男子・女子リーグ大会 11月以降開始に向け調整中 なし

なし

なし

17 愛知県名古屋市県小学生新人大会(兼)全日本・東海予選会[男･女] 10/3,10 中津川 3/20,21

上位大会無し

中止８/8,9


