令和2年度全国・ブロック体育大会派遣費補助事業
引率教員旅費等委託事業 対象大会一覧（案）

R2.9.8時点

赤字：大会中止
青字：変更（代替大会含む）
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東海大会
6/19～21 東海総体（愛知県名古屋市）
10/24.25 東海新人大会（三重県四日市市）
11/21.22 東海駅伝（岐阜県岐阜市・羽島市）
7/17～19 東海総体 競泳（岐阜県岐阜市）
7/19
東海総体 飛込（岐阜県岐阜市）
7/18.19 東海総体 水球（岐阜県大垣市）
6/20 東海総体 体操競技（岐阜県岐阜市）
6/21 東海総体 新体操（岐阜県岐阜市）

5/29～31 春季東海大会（岐阜県）
10/24.25.31.11/1 秋季東海大会（三重県）
6/13.14 東海総体（岐阜県岐阜市）
10/31.11/1.3 東海秋季大会（三重県）
9/6 東海定通大会（岐阜県岐阜市）
6/20.21 東海総体（岐阜県岐阜市）
11/14.15 東海選抜大会（愛知県名古屋市）
6/20.21 東海総体（岐阜県瑞浪市）
3.1/16.17 東海選抜大会（愛知県豊橋市）
9/13 東海定通大会（岐阜県瑞浪市）
6/20.21 東海総体（岐阜県多治見市）
12/23～25 全国選抜東海選考会（愛知県豊田市）
9/6 東海定通大会（岐阜県岐阜市）
6/20.21 東海総体（岐阜県可児市・八百津町）
11/8.14.15 東海女子サッカー選手権大会 （未定）

6/20.21 東海総体（岐阜県山県市）
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3.3/20.21 東海選抜大会（愛知県岡崎市 他）
9/6 東海定通大会（岐阜県岐阜市）
6/20.21 東海総体（岐阜県高山市・下呂市）
3.2/13.14 東海新人大会（三重県津市）
9/6 東海定通大会（岐阜県岐阜市）
6/20.21 東海総体（岐阜県揖斐川町）
11/14.15 東海新人大会（三重県伊勢市・松阪市）

6/20.21 東海総体（岐阜県岐阜市）
3.2/6.7 東海選手権（愛知県岡崎市）
6/20.21 東海総体（岐阜県大垣市）
12/25～27 全国選抜東海予選（静岡県掛川市）
9/6 東海定通大会（岐阜県大垣市）
6/20.21 東海総体（岐阜県関市）
3.2/20.21.27 東海選抜大会（三重県鈴鹿市）

全国大会
10/23～25 全国総体代替大会（広島県広島市）
8/12～15 全国定通大会（東京都世田谷区）
12/19.20 全国駅伝大会（京都府京都市）
8/17～20 全国総体 競泳（茨城県ひたちなか市）
17～20
飛込（茨城県ひたちなか市）
17～20
水球（栃木県小山市）
8/20～22 全国総体 体操（山形県酒田市）
8/18.19 全国総体 新体操（群馬県高崎市）
3.3/24～26 全国選抜大会 新体操（北海道札幌市）
3.3/27.28 全国選抜大会 体操（北海道札幌市）

8/26～31 全国選手権大会（兵庫県明石市、姫路市）
8/20～23 全国定通大会（東京都）
8/11～17 全国総体（滋賀県長浜市）
3.3/20～26 全国選抜大会（福岡県福岡市）
全国総体（京都府福知山市）
男子 8/9～12
女子 8/5～8
3.3/28～3/30 全日本選抜大会（愛知県名古屋市）
8/8～10
全国定通大会（千葉県白子町）
8/10～15 全国総体（岩手県奥州市）
3.3/25～28 全国選抜大会（三重県津市）
8/5～7 全国定通大会（奈良県奈良市）
全国総体（群馬県前橋市）
男子 8/18～25 女子 8/21～25
全国選手権大会
男子 12/30～3.1/11（東京都 他）
女子 3.1/3～10 （兵庫県神戸市）
7/31～8/4 全国定通大会（静岡県静岡市）
全国総体
男子 8/20～24 （栃木県宇都宮市・小山市）
女子 8/20～24 （茨城県結城市・筑西市・古河市）
3.1/5～7.9.10 全日本選手権大会（東京都渋谷区）
8/12～15 全国定通大会（神奈川県平塚市）
8/11～18 全国総体（石川県金沢市）
12/23～29 全国選手権大会（東京都）
8/15～19 全国定通大会（東京都世田谷区）
全国総体（広島県尾道市）
男子 8/16～19 女子 8/6～9
全国選抜大会
男子 3/26～29 （和歌山県紀の川市）
女子 3/19～23 （栃木県大田原市）
8/9～15 全国総体（岩手県花巻市・盛岡市）
3.3/23～29 全国選抜大会 （山梨県甲府市 他）
8/7～12 全国総体（愛媛県松山市）
3.3/24～28 全国選抜大会（福島県須賀川町・郡山市）
8/17～20 全国定通大会（神奈川県小田原市）
12/27～3.1/7 全国総体（大阪府東大阪市）
3.3/24～31 全国選抜大会（埼玉県熊谷市）
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東海大会
6/7 東海選抜大会（愛知県名古屋市）
6/21 東海総体（岐阜県郡上市）
6/20.21 東海総体（岐阜県大垣市）
9/6 東海定通大会（岐阜県岐阜市）
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6/20.21 東海総体（岐阜県関市）
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6/20.21 東海総体（岐阜県岐阜市）
11/21.22 東海選抜大会（愛知県蒲郡市）
6/19～21 東海総体（三重県中部）
6/20.21 東海総体（岐阜県可児市）
3.1/16.17 東海選抜大会（静岡県静岡市）
6/20.21 東海総体（岐阜県中津川市）
11/20～22 全国選抜東海地区予選（静岡県焼津市）
6/19～21 東海総体
6/19.20 ﾄﾗｯｸ競技（愛知県名古屋市）
6/21 ﾛｰﾄﾞ競技（岐阜県海津市）

6/20.21 東海総体（三重県津市）
6/20.21 東海総体（岐阜県川辺町）
10月下旬 中部選抜大会兼
全国選抜東海予選（愛知県東郷町）
6/20.21 東海総体（岐阜県大垣市）
12月末 東海選抜大会（岐阜県）
6/20.21 東海総体（岐阜県各務原市）
10/24.25 東海選抜大会（岐阜県各務原市）
6/19～21 東海総体（岐阜県笠松町）
3.1/23～24 東海新人大会（静岡県沼津市）
6/20.21 東海総体（岐阜県美濃加茂市）
11/14.15 東海選手権大会（愛知県清洲市）
6/21 東海総体（岐阜県大垣市）
6/20.21 東海総体（岐阜県大垣市）
6/13.14 東海総体（三重県四日市市）

8/9 東海地区選手権大会（愛知県稲沢市）
11/7.8 全国選手権中部地区予選
団体（石川県加賀市）
7/27～29 全国選手権中部地区予選
個人（愛知県豊田市）
3.3/10～12 全国ゴルフ選手権春季大会予選
（三重県津市）
6/7 春季東海地区大会（三重県津市）
11/14.15 秋季東海地区大会（三重県津市）
6/21 全日本馬術競技大会東海地区予選
（愛知県尾張旭市）

全国大会
8/13～15 全国総体（青森県十和田市）
3.3/20.21 全国新人選手権大会（高知県高知市）
8/5～9 全国総体（兵庫県神戸市）
3.3/19.20 全国選手権大会 （東京都）
9/20 全国定通大会（東京都文京区）
8/15～18 全国総体（岡山県岡山市）
3.3/26～.28 全国選抜大会（愛知県春日井市）
8/4 全国定通大会（奈良県奈良市）
8/21～24 全国総体（茨城県水戸市）
12/24～26 全国選抜大会（岐阜県岐阜市）
8/20～24 全国総体（群馬県みなかみ町 他）
12/26～27 全国選抜選手権大会（埼玉県加須市）
8/10～14 全国総体（茨城県高萩市）
7/17～19 全国女子選手権（愛知県一宮市）
3.3/25～28 全国選抜大会（石川県金沢市）
10/9～11 全国総体代替大会（新潟県新潟市）
3.3/27～29 全国選抜大会（新潟県新潟市）
全国総体代替大会
9/11～13 （京都府向日市）
3.3月末 全国大会トラック競技（未定）
3.3月末 全国選抜大会ロード競技（未定）
9月予定 全国定通大会（静岡県伊豆市予定）
8/12～16 全国総体（和歌山県和歌山市）
9/18～20 全国総体代替大会（大阪府高石市）
3.3/25～28 全国選抜大会（静岡県浜松市）
8/8～12 全国総体（大分県大分市）
3.3月 全国選抜大会（大阪府）
8/17～22 全国総体（栃木県日光市）
12/22～27 全国選抜大会（岐阜県各務原市）
8/17～22 全国総体（岩手県釜石市）
3.3/23～26 全国選抜大会（徳島県徳島市）
8/9～12 全国総体（群馬県前橋市）
3.3/24～26 全国選抜大会（東京都）
8/19～21 全国総体（長崎県松浦市）
3.3/20.21 全国選抜大会（兵庫県伊丹市）
7/21～23 全国総体（三重県松阪市）
3.3/26～28 全国選抜大会（静岡県掛川市）
8/11～15 全国総体（香川県坂出市）
3.2/6～10 全国総体（長野県飯山市）
3.2月中旬 全国選抜大会クロスカントリー（長野県野沢温泉村）
3.3月中旬
アルペン（長野県山ノ内町）
3.1月末 全国総体（未定）
8/17～19 全日本選手権大会（神奈川県川崎市） 延期 期日未定
8/23～29 全国選手権大会（栃木県宇都宮市）
12/16～18 全国選手権特別大会（三重県津市）
3.3/22～26 全国ゴルフ選手権春季大会
（兵庫県三木市）
8/8～11 全国選手権大会（広島県太田市）
7/21～23 全日本馬術競技大会・団体（静岡県御殿場市）
8/18.19 全日本馬術選手権大会・個人（北海道苫小牧市）
8/19～21 全国総体（埼玉県上尾市）

