
開催都県修正 令和４年１０月１５日現在

行事予定 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年 ２０２１年 ２０２２年 ２０２３年 ２０２４年 ２０２５年 ２０２６年 ２０２７年 備考

平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年

総　　会 山梨県 東京都 栃木県 埼玉県 神奈川県 千葉県 群馬県 茨城県 山梨県 東京都

富士河口湖町 千代田区麹町 宇都宮市 上尾市 川崎市 　     

２月３・４日（役員改選） 2月9・10日 ２月８・９日（役員改選） 2月13日（土） 2月5日（土） 　     

関東選手権 山梨県 東京都 栃木県 埼玉県 神奈川県 千葉県 群馬県 茨城県 山梨県 東京都

甲府市・石和 千葉県・白子町 那須塩原市他 熊谷市他 千葉県白子町 　     

５月２６・２７日 ５月２５・２６日 ５月３０・３１日 ５月２９・３０日 ５月２８・２９日 　     

関東高校選手権 茨城県 埼玉県 神奈川県 栃木県 東京都 千葉県 群馬県 山梨県 茨城県 埼玉県 2028神奈川県

水戸市 狭山市 小田原市 宇都宮市 武蔵野市・府中市      2029栃木県

６月１～３日 5月31日～6月2日 ６月５日～７日 ６月４日～６日 6月3日～5日      

関東小学生 山梨県 東京都 栃木県 埼玉県 神奈川県 千葉県 群馬県 茨城県 山梨県 東京都

甲府市 埼玉県・熊谷市 宇都宮市 熊谷市 小田原市 　     

７月７・８日 ７月６・７日 ７月４・５日 ７月３・４日 7月２・３日 　     

関東実業団リーグ 千葉県 千葉県 千葉県 千葉県 千葉県 千葉県 千葉県 千葉県 千葉県 千葉県

白子町 白子町 白子町 白子町 白子町 白子町 白子町 白子町 白子町 白子町

7月7日 7月6日 7月4日 7月3日 ７月2日（土） 　 　 　 　 　

関東中学校 群馬県 神奈川県 埼玉県 茨城県 東京都 栃木県 千葉県 山梨県 群馬県 神奈川県

前橋市 川崎市 熊谷市 神栖市 武蔵野市・府中市  白子町    

８月６日～８日 ８月６日～８日 ８月６日～８日 ８月６日～８日 ８月９日～１１日      

関東教職員 神奈川県 山梨県 群馬県 茨城県 栃木県 東京都 埼玉県 千葉県 神奈川県 山梨県

川崎市 笛吹市（石和） 渋川市 水戸市 那須塩原市     

8月16・17日 ８月１７・１８日 ８月１７・１８日 ８月１７・１８日 8月16・17日 　     

国体関東（国体） 茨城県（福井） 千葉県（茨城） 神奈川県（鹿児島） 栃木県（三重） 東京都（栃木） 埼玉県（鹿児島） 山梨県（佐賀） 群馬県（滋賀） 茨城県（青森） 千葉県（宮崎） ※行政が決める

北茨城市 千葉市 厚木市 那須塩原市 千葉県千葉市 　     

８月２５・２６日 8月17・18日 ８月２９・３０日 ８月２１・２２日 8月20・21日 　     

競技者育成プログラムSteP-3 埼玉県 山梨県 埼玉県 埼玉県 埼玉県 埼玉県 埼玉県 埼玉県 埼玉県 埼玉県

熊谷市 笛吹市（石和） 熊谷市（くまがやドーム） 熊谷市（くまがやドーム） 熊谷市 熊谷市 熊谷市 熊谷市 熊谷市 熊谷市

８月３１日～９月２日 ８月２３日～２５日 ９月４日～６日 ８月２７日～２９日 8月26日～28日 　 　 　 　

関東レディース選手権 埼玉県 埼玉県 埼玉県 埼玉県 埼玉県 埼玉県 埼玉県 埼玉県 埼玉県 埼玉県

熊谷市（さくら運動公園） 熊谷市（さくら運動公園） 熊谷市（さくら運動公園） 熊谷市（さくら運動公園） 熊谷市（さくら運動公園） 　 　 　   

９月２６・２７日 ９月２５・２６日 ９月２９・３０日 ９月２８・２９日 ９月２７・２８日 　 　 　   

高校団体選抜 千葉県 群馬県 群馬県 東京都 埼玉県 東京都 栃木県 東京都 群馬県 東京都

千葉ポートアリーナ 高崎アリーナ  東京体育館 所沢市民体育館 東京体育館  東京体育館  東京体育館

（男子） H.31年１月１８～２０日 令和２年１月10日～11日 令和3年2月28日 令和4年1月14日・15日 令和5年1月21日     

高校団体選抜 群馬県 群馬県 群馬県 茨城県 東京都 神奈川県 東京都 千葉県 東京都 山梨県

高崎アリーナ 高崎アリーナ  ひたちなか市 東京体育館 東京体育館  東京体育館  

（女子） H.31年１月１２・１３日 令和２年１月10日～12日 令和3年2月28日 令和４年１月21日～23日 令和5年1月14日     

関東シングルス選手権 千葉県 群馬県 茨城県 山梨県 栃木県 東京都 埼玉県 神奈川県 千葉県 群馬県

千葉市（天台ｽﾎﾟｰﾂ） 前橋市 神栖市 甲府市 宇都宮市    

H.31年3月10日 令和2年3月1日 令和3年3月7日 令和4年3月6日 令和5年3月5日 　    

ナショナルチーム

派遣事業

関東地区輪番制

１級審判研修会 埼玉県 栃木県 神奈川県 千葉県 茨城県 群馬県 山梨県 埼玉県 栃木県 神奈川県

上尾市（ｽﾎﾟｰﾂ総合センター） 日光市今市青少年ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 大和ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 千葉市 北茨城市      

H.30年11月24日 11月30日 令和3年2月23日 令和4年2月13日 令和4年12月11日      

東日本選手権 関東 北信越・東海 東北・北海道 関東 北信越・東海 東北・北海道 関東 北信越・東海 東北・北海道 関東

茨城県・栃木県 静岡県・静岡市、浜松市 札幌市他 群馬県（前橋、高崎） 長野県（長野・松本） 秋田・山形 神奈川県 富山 　 埼玉県

7月14・15日21・22日 ７月２０・２１日 ７月１８・１９日 ７月17・18日 7月16・17日 　   　



日本連盟大会他ローテーション予定表
２０１８年 ２０１９年 ２０２０年 ２０２１年 ２０２２年 ２０２３年 ２０２４年 ２０２５年 ２０２６年 備考

平成３０年 平成３１年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年

全日本シングルス選手権 ５月第３週 青森県青森市 九州（長崎県長崎市） 石川県・金沢市 京都府・福知山市 埼玉県・熊谷市 中国・四国 北海道・東北 九州 北信越・東海 関東 関東開催

全日本ミックスダブルス選手権 ６月第３週 大分県・大分市 愛媛県・松山市 福島県・棚倉町 北海道・東北 近畿 中国・四国 関東

全日本小学生選手権 ８月第１週 愛媛県今治市 栃木県・那須塩原市 福岡県・福岡市他 千葉県・白子町 秋田県・大館市 近畿（兵庫） 中国・四国 関東（茨城） 九州

全日本社会人選手権 ９月第１週 静岡県静岡市、浜松市 北海道・東北（山形） 滋賀県・長浜市 広島県・広島市、尾道市他 群馬県・前橋市 九州・福岡県 北信越・東海 北海道・東北 近畿 関東

全日本シニア選手権 ９月第２週 九州（佐賀） 近畿（京都） 岡山県・備前市他 福島県・会津若松市他 熊本県・熊本市 北信越・東海 関東（茨城） 近畿 中国・四国 九州

天皇杯・皇后杯全日本選手権 １０月第３週 九州（熊本） 東北（岩手県北上市） 愛知県・一宮市 和歌山県・和歌山市 香川県・高松市 関東（東京） 関東（東京） 　 　

全日本実業団選手権 ７月第４週 茨城県（北茨城・日立） 鹿児島県（鹿児島市） 三重県・鈴鹿市 栃木県（那須塩原市） 三重県・鈴鹿市・津市 佐賀県 滋賀県 青森県 宮崎県

ＪＯＣ杯ジュニア選手権 ９月第２週 〃 〃 広島県・広島市 広島県・広島市 広島県・広島市 〃 〃 〃 広島県・広島市 近畿

日本実業団リーグ １０月最終週～ 京都府（福知山市） 京都府（福知山市） 京都府・福知山市 京都府・福知山市 京都府・福知山市 〃 〃 〃 京都府・福知山市 中国・四国

全日本クラブ選手権 １０月最終週～ 〃 〃 千葉県・白子町 千葉県・白子町 千葉県・白子町 〃 〃 〃 千葉県・白子町

日本リーグ １２月第３週 〃 〃 愛知県・豊田市 愛知県・豊田市 愛知県・豊田市 〃 〃 〃 愛知県・豊田市

全日本インドア選手権 ２月第１週 〃 〃 大阪府・大阪市 大阪府・大阪市 大阪府・大阪市 〃 〃 〃 大阪府・大阪市

日本リーグ入替戦 １２月第４週 〃 〃 広島県・福山市 広島県・福山市 広島県・福山市 〃 〃 　 　

ジュニアジャパンカップ １１月第３週 〃 〃 宮崎県・宮崎市 宮崎県・宮崎市 宮崎県・宮崎市 〃 〃 〃 宮崎県・宮崎市

都道府県対抗全日本中学生 ３月２６日～２８日 〃 〃 三重県・伊勢市 三重県・伊勢市 三重県・伊勢市 〃 〃 〃 三重県・伊勢市

全国小学生 ３月２９日～３１日 〃 〃 千葉県・白子町 千葉県・白子町 千葉県・白子町 〃 〃 〃 千葉県・白子町

全日本高等学校選抜 ３月２９日・３０日 愛知県・豊田市 愛知県・豊田市 愛知県・名古屋市 愛知県・名古屋市 愛知県・名古屋市 〃 〃 〃 愛知県・名古屋市

日本スポーツマスターズ ９月第３週 北海道（札幌市）中止 岐阜県・瑞浪市他 愛媛県・今治市 岡山県・備前市 岩手県・北上市 福井県 　 　 　

国民体育大会 ９月末～１０月 福井県（越前・福井） 茨城県・北茨城市 鹿児島県・鹿児島市 三重県・鈴鹿市 栃木県・那須塩原市 鹿児島県・鹿児島市 佐賀県 滋賀県 青森県

日・韓・中ジュニア交流 ８月第４週 韓国 中国 日本・秋田県 韓国 中国 日本 韓国 中国 日本

国際大会代表予選会 ５月連休 広島市（アジア予選） 三重県・四日市市 アジア選手権（　） 福島県・棚倉町 　 　

国際大会 第１８回アジア大会（インドネシア） 世界選手権（中国） アジア選手権（タイ） アジア選手権（タイ・チェンマイ） 　 　 　　

ねんりんピック １０月第２週 富山県・高岡市 和歌山県 岐阜県・瑞穂市他 岐阜県・瑞浪市、大垣市 神奈川県（小田原市他） 愛媛県 鳥取県 　 　

東日本選手権 ７月第３週 関東（茨城・栃木） 北信越・東海（静岡） 北海道・札幌市他 群馬県（前橋市・高崎市） 長野県・長野市・松本市 秋田県・山形県 神奈川県 富山県 北海道・東北

全日本レディース決勝大会（団体） ８月第４週 宮城県・仙台市 愛知県・一宮市 愛知県・一宮市 愛知県・一宮市 愛知県・一宮市 　 　 　 　

全日本レディース決勝大会・シニアの部（団体） 千葉県・千葉市 千葉県・千葉市 　 　

全日本レディース（個人） ８月初旬 和歌山県・和歌山市他 青森県・青森市他 山口県・宇部市 群馬県（前橋市） 長崎県・長崎市 香川県・高松市 　 　 　

西日本選手権 ７月第３週 大分県・大分市 大阪府 徳島県・徳島市 長崎県・長崎市 三重県・鈴鹿市 中国・四国 九州 近畿・東海 中国・四国

西日本シニア選手権 ７月第１週 宮崎県・宮崎市 奈良県 香川県・高松市他 鹿児島県・鹿児島市 愛知県・一宮市 中国・四国 九州 近畿・東海 中国・四国

ハイスクールジャパン ６月第４週 〃 〃 北海道・札幌市 北海道・札幌市 北海道・札幌市 〃 〃 〃 札幌市

全国中学校大会 ８月第３週 広島・尾道 京都府 静岡県・浜松市 栃木県・那須塩原市 北海道・旭川市 　 　 　 　

全日本高校選手権 ８月初旬 三重県・鈴鹿市 宮崎県・宮崎市 京都府・福知山市 石川県・能登町、七尾市 愛媛県・今治市 　 　 　 　

※　事務局より

　　関東地区大会等の開催予定表について現行で良いかどうか　

２）令和５年(2023)以降、関東地区で予定されている大会について

　北海道・東北

　　天皇杯・皇后杯全日本選手権（2023年～会場地固定化：東京都）・全日本シングルス選手権（2027年調整中）

　　全日本シニア大会（2024年茨城県）・東日本大会（2024年神奈川県）・全日本小学生選手権（2025年茨城県）・全日本ミックスダブルス(2026年調整中）

行事予定 開催予定

１）大会ローテーションについて

　 令和4年1月15日

　北信越・東海


