
第３号議案　令和３年度事業計画

県大会等派遣役員

総務主任 大会審判長 大会記録長

4/11(日)

4/4(日) 11(日) 17(土)

2 4/4(日) 11(日) 17(土) 三島 杉山盛雄 矢﨑義烈 大兼一朗 栗山義英 支 部

4/11(日)

4/4(日) 11(日) 17(土)

5/9(日) 16(日) 22(土)

5/9 (日) 16 (日)

5 5/9(日) 16(日) 22 (土) 焼津 石上和彦 吉田裕行 米村和彦 齋藤　博 支 部

5/29(土)

5/9(日) 22(土) 29 (土)

7 5/30 (日)  6/6 (日)12（土） 吉田 竹下淳一 落合高司 鈴木文雄 齋藤　博 支 部

8 11/6 (土) 7 (日) 静岡 石上和彦 吉田裕行 小串幸生 支 部 支 部

9 5/29 (土) 30 (日) 6/5 (土) 富士 高体連 高体連 高体連 栗山義英 内野吉博

10 6/19 (土)  （中止） 富士

11 6/6(日) 12 (土) 御前崎 内海信明 橋本敏夫 山本隆志 支　　部 支 部

12 6/13日) 20 (日) 26 (土) 裾野 宮沢正美 渡邉純子 山崎利男 栗山義英 支 部

6/13 (日) 19（土） 20 (日) 

6/13 (日) 19（土） 20 (日) 

H28から選抜チームを編成

6/27 (日) 三島 林 準 児島洋美 貝増英樹 栗山義英 金田法准

15 7/4(日) 10(土) 藤枝 石上和彦 落合高司 福井章裕 支　　部 支 部

16 7/3(土) 4(日) 10(土) 沼津 宮沢正美 安田　 明 大兼一朗 栗山義英 支 部

17 6/27 (日) 7/4 (日) 10 (土) 磐田 中村善治 川隅康式 平野敏幸 稲垣　貢 支 部

18 7/11 (日) 17 (土) 24(日) 島田 竹下淳一 橋本敏夫 鈴木文雄 支 部 支 部

7/11 (日) 17 (土)

7/11 (日) 17 (土)

20 磐田 中村善治 鈴木　勲 平野敏幸 稲垣　貢 支 部

21 7/24 (土) 25 (日) 26 (月) 富士 中体連 中体連 中体連 齋藤　博 支 部

22 10/17 (日) 24 (日) 30 (土) 袋井 内海信明 鈴木　勲 山本隆志 稲垣　貢 支 部

23 島・天 林 準 児島洋美 青島源作
島田：斎藤
天城：栗山

島田：池田
天城：金田

24 10/3 (日) 9 (土) 10 (日) 清水 竹下淳一 吉田裕行 福井章裕 支　　部 支 部

25 令和３年度中学生新人大会 (東部) 10/17 (日) 23 (土) 24 (日) 長泉 宮沢正美 芦澤　忠 髙井秀忠 支　　部 支 部

26 〃 (中部) 10/17 (日) 23 (土) 静岡 石上和彦 吉田裕行 米村和彦 支 部 支 部

27 〃 (西部) 10/17 (日) 23 (土) 24 (日) 浜北 中村善治 橋本敏夫 田代　孝 支 部 支 部

28 10/31 (日)11/ 6 (土) 7 (日) 富士宮 杉山盛雄 大沼信一 貝増英樹 栗山義英 金田法准

29 11/7 (日) 14 (日) 21 (日) 菊川 林 準 児島洋美 小串幸生 稲垣　貢 支 部

30 11/14 (日) 20 (土) 藤枝 石上和彦 落合高司 福井章裕 齋藤　博 支 部

31 11月（中止） 浜松

東海 8/21 (土) 22 (日) 掛川 林 準 児島洋美 青島源作 東海 岡田 池田雅彦

東海 6/26 (土) 27 (日) 清水 林 準 児島洋美 青島源作 伊藤秀行 池田雅彦

全国 7/17(土)～19(月)　監・開：7/16(金) 富士宮 林 準 児島洋美 青島源作 真鍋　朗 佐藤正典

第66回一般男子選抜大会

第59回一般女子選抜大会

第52回父親大会

第29回小学生男子･女子新人大会

国体東海ブロック大会

第16回ハイシニア大会

第20回エルデスト大会

第51回スポーツ少年団大会

第55回高校男子･女子新人大会

第25回小学生男子・女子大会

第67回一般男子選手権大会

第35回小学生男・女大会(全日本)

第38回中学生女子新人大会

第38回中学生男子新人大会

第32回すこやか長寿祭大会

高校総合体育大会（高体連）

中学校総合体育大会（中体連）

第41回エルダー大会

14
令和３年度国体選考会（成年男子）

令和３年度国体選考会（成年女子）

第16回ジョイフルスローピッチ大会

第25回高校男子･女子選手権大会

第31回実年大会

第43回クラブ女子選手権大会

第42回クラブ男子選手権大会

第44回レディース大会（東海・全日本）

3
第61回実業団女子選手権大会

第58回実業団男子選手権大会

№

渡邉純子

大学選手権大会

大　　　会　　　名 開催地
県ソ協派遣役員（委嘱状送付）

大 会 役 員

山本隆志

内野吉博1

実 施 期 日

竹下淳一

加藤　進稲垣　貢内海信明 川隅康式

福井章裕 齋藤　博清水

浜松

全日本クラブ女子選手権大会

御殿場

浜北

牧之原

第18回中学生男子大会

第18回中学生女子大会

第18回一般男子大会

第34回シニア大会

第75回一般女子選手権大会

第26回レディース大会

4

6

13

19

中村善治 鈴木　勲

竹下淳一 落合高司

第67回教員大会

第60回壮年大会

田代　孝 稲垣　貢 加藤　進

杉山盛雄 大沼信一 髙井秀忠 栗山義英 支 部

米村和彦 稲垣　貢 支 部

袋井 支 部内海信明 川隅康式 田代　孝 支　　部


