２０２０年度行事計画
月 日 種
県
内
4 中止 U12 東予支部新人大会
中止 U12 中予支部新人大会
中止 U18 県総体地区予選
5 3 U15 夏季リーグ（～7/19）
中止 U15 松山市長旗大会
中止 U15 U13・U14 ＤＣトライアウト
中止 U15 各地区(郡市)総体（～6/11）
中止
中止
6 中止
中止
中止
延期
延期
中止
中止
7 中止
中止

改訂： 2020年 9月 10日
U12=ミニ

日

種

中止 障

U15=中学校

U18=高校

四

専=専門学校･高専

大=大学

国

種

障＝車椅子・FID

全

3×3＝ｽﾘｰ・ｴｯｸｽ・ｽﾘｰ

国

第48回日本車いす選手権西日本予選会(香川)

中止 大 四国大学新人戦（徳島）
中止
中止

日

社＝社会人

中止 社 中国・四国・九州社会人選手権(－)

社 今治カーニバル(愛媛)
障 第20回全国障がい者スポーツ大会 車いす中四国地区予選会

愛媛県育成ｾﾝﾀｰ（少年女子選手選考ﾄﾗｲｱｳﾄ）

U18 第74回愛媛県高等学校総合体育大会 中止 障 第20回全国障がい者スポーツ大会 FID中四国地区予選会
U18 第74回愛媛県高等学校総合体育大会 中止 U18 第73回四国高校総体(愛媛)
中止
U18 全国定通制総体県予選
中止 障 四国車椅子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙリーグ開幕（～12月・四国各地区） 中止
愛媛県育成ｾﾝﾀｰ（少年女子選手選考ﾄﾗｲｱｳﾄ） 中止 大 第71回四国地区大学総体(高知) 中止
社 第3回レディース交流大会県予選 中止 U15 第3回U15クラブ・Bユース四国リーグ（14・21・27日）
社 第３回O-40／O-50県予選
U15 U13・U14 ＤＣトライアウト

天皇杯・皇后杯県予選
中止 専
天皇杯・皇后杯県予選
U15 県総体（コミセン・伊予市民）

U15 ジュニアウィンターカップ予選 中予予選会
中止 U15 U13・U14 ＤＣ
8 2 U15 ジュニアウィンターカップ予選 中予予選会
8・9・10 U15 ジュニアウィンターカップ予選
南予予選会
ジュニアウィンターカップ予選
東予予選会
U15
中止 U15 U13・U14 ＤＣ
中止
天皇杯・皇后杯選手権県予選
中止 U12 中予支部４年生以下大会
9 社 第3回レディース交流大会県予選
9 社 第３回O-40／O-50県予選
9 中止 U18 定時制・通信制総体
13 社 第3回社会人選手権愛媛県予選
中止 U18 1・2年生大会
12･13 U18 全国選手権大会(ｳｨﾝﾀｰｶｯﾌﾟ)地区予選
26～27 U15 ジュニアウィンターカップ 県代表決定戦トーナメント
27 3×3 第7回 3×3 U18日本選手権愛媛県予選大会
中止 U15 U13・U14 ＤＣ
27 社 愛媛県リーグ(期間9月～21年2月)
29 U15 各地区(郡市)新人戦(～10/8)
10 14～16 U15 松山市新人戦
11・25
社 第3回社会人選手権 愛媛県予選
U18 全国選手権大会県大会(ｳｨﾝﾀｰｶｯﾌﾟ)
中止 U15 U13・U14 交流戦
25 3×3 第6回 3×3 日本選手権愛媛県予選大会

第57回四国高等専門学校体育大会(徳島) 中止

社 第３回社会人地域リーグ男子(－)
社 第３回社会人地域リーグ女子(－)
大 男子第70回・女子69回西日本学生選手権大会（－）

社 第3回社会人地域リーグ男子(－)

23･24

22･23･29･30

中止 U15 第58回四国中学総体(愛媛・武道館) 中止
中止 障 コタロウ杯(愛媛・伊予市民） 中止
第41回四国ミニ国体(香川・高松市総合体育館) 中止
中止
中止

11

1
1

17～18

大 第72回全日本大学選手権四国予選(愛媛)

第7回ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｶｰﾆﾊﾞﾙ(松山市コミセン)
第7回ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｶｰﾆﾊﾞﾙ(松山市コミセン) 未定 3×3 第7回3×3 U18日本選手権エリア大会(調整中)

社 第3回社会人選手権愛媛県予選決勝戦 未定

7～8

Ｕ１５ 第3回U15クラブ・Bユース四国リーグ（14・15・21・22日）

第7回ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｶｰﾆﾊﾞﾙ(県総合運動公園)

県新人戦（南予地区開催）
未定 U15 U13・U14 ＤＣ
28 U15 冬季リーグ（～2/7）
6～8 U15

22～29

12

U12 全国ﾐﾆﾊﾞｽ大会･四国ﾐﾆﾊﾞｽ大会地区予選

U12 全国ﾐﾆﾊﾞｽ大会･四国ﾐﾆﾊﾞｽ大会地区予選
19～20 U12 全国ﾐﾆﾊﾞｽ大会･四国ﾐﾆﾊﾞｽ大会愛媛県予選(宇和島)
U15 愛媛県選抜大会地区予選
未定 U15 U13・U14 ＤＣ
５～６

12・13・19

第50回全国中学校大会(三重)
第25回全国専門学校総合体育大会
第30回定時制通信制体育大会(東京)
第72回全国高校総体(ｲﾝﾀｰﾊｲ)(石川)

中止 社 第3回全日本社会人O-40/O-50選手権大会四国ﾌﾞﾛｯｸ予選(徳島) 中止 専 第55回全国高等専門学校体育大会(兵庫)
中止 障 天皇杯第48回日本車いすﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会(今治市） 中止 障 第25回FIDジャパンチャンピオンシップ大会（愛知）
延期 U18 BENCH WARMER CUP(今治市) 中止 社 第87回皇后杯全日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会1次R(未定)
中止 社 第96回天皇杯全日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会1次R(未定)
中止 社 日本スポーツマスターズ2020(愛媛)
26～２７
社 第3回社会人地域リーグ男子(調整中)

24･25･31/11,1

31

U15
専
U18
U18

２
延期
延期 障
24～25
社
未定 社
中止
中止 社
14 3×3
未定
社
21～23
社
中止 社

Ｂリーグ開幕 （全国各地）
第75回国民体育大会(鹿児島)
第20回全国障がい者ｽﾎﾟｰﾂ大会(鹿児島)

第3回社会人地域リーグ男子(岡山市)
第3回社会人地域リーグ女子(調整中)

第22回Ｗリーグ今治大会
第3回西地域レディース交流大会(熊本)
第7回3×3 U18日本選手権大会エリア大会(西日本エリア・鹿児島市)

第３回社会人地域リーグ女子(調整中)
第３回社会人地域リーグ男子(福山市)
第3回全日本社会人O40/O50選手権大会(広島)

28～29

第87回皇后杯全日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会１次R(全国3会場)

28～29

第96回天皇杯全日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会２次R(東京)

3×3 第7回3×3 U18日本選手権大会(東京・渋谷)
中止 障 皇后杯 全日本女子車いすﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会（兵庫）
中止 障 第30回全国シニア選抜車いす選手権大会(兵庫)
7～13 大 第７２回全日本大学選手権(ｲﾝｶﾚ)(東京)
28～29

26～28
27～29
26～29

U15 西日本大会(岡山)
U15 全関西大会(広島)
専 西日本高専大会(兵庫)

第87回皇后杯全日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会FR（東京)

16～20

５～６
12～13

未定

社 第3回社会人地域リーグ女子(今治市)
社 第３回社会人地域リーグ男子（福岡市)
専 第18回全国専門学校選抜大会(調整中)

16

第96回天皇杯全日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会２次R(未定)

23～29 Ｕ１８ 第73回全国高等学校バスケットボール選手権大会(ｳｨﾝﾀｰｶｯﾌﾟ)(東京)

1

16～17

9～10

未定
未定
23～24

2

14～21

未定
未定
未定

3

U15
U18
Ｕ12
U15
U18
U12
U12
U15
U12

県選抜大会県大会(中予地区開催)

新人戦地区予選
県ＤＣ選抜トライアウト
U13・U14 ＤＣ
新人戦県大会(南予地区開催)
東予支部柴杯ミニバス大会
中予支部４年生以下大会
U13・U14 ＤＣ
南予支部新人大会

U12 南予支部新人大会
未定 社 愛媛県選手権大会
U15 松山市長旗杯
13～14

13・14・20

16～17

中止

社
障

第3回全日本社会人選手権四国予選(徳島）
第2回西日本車いすﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選抜大会(愛媛)

U15 第1回ｼﾞｭﾆｱｳｨﾝﾀｰｶｯﾌﾟ(東京)
未定 3×3 第6回3×3 日本選手権エリア大会(調整中)
４～７

13
29～31

13～14
20～21

13～14
27～28

未定
中止
6～7
13～14
20～21

中止

U15
U15
U18
U15
社
障
U12
U12
専
障

黒潮交流大会(高知)
近県DC U-13 松山交流大会
四国新人大会(徳島)
Ｕ１４中四国大会(広島)
龍馬杯(高知)
サンアビリティーズ今治杯車椅子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ親善大会(愛媛)

第96回天皇杯全日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会3次R(調整中)

中止

第48回車いすﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ全日本選手権大会（東京）

27～２８

社 第3回社会人地域ﾘｰｸﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ(静岡)
3×3 第6回3×3 日本選手権大会(東京・新宿)

6～8

社 第3回全日本社会人選手権大会(栃木)

20～2２

第43回四国ミニバス大会(高知) 12
近県選抜対抗交流大会（高知） 13
春季四国地区高専大会(香川) 中止 障
四国車椅子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞﾌｧｲﾅﾙ（高知）

天皇杯

28～30
28～30

第96回天皇杯全日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会FR(ﾌｧｲﾅﾙ4)(埼玉)
第96回天皇杯全日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会FR(ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌｧｲﾅﾙ)(埼玉)

U25 日本車いすﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会（豊田市）

U15 Ｂリーグ Ｕ１５チャンピオンシップ２０２０(東京)
U12 第52回全国ミニバス大会(東京)

