
月 日 事業名 会場 主催 関係
２～４ 第１５回全九州トランポリン競技選手権大会 北九州市立総合体育館 九州トランポリン協会

９～１０ 九州学生新体操・トランポリン競技選手権大会 佐賀県総合体育館 九州学生体操連盟 後援

１０～１１ 九州学生体操競技選手権大会 佐賀県総合体育館 九州学生体操連盟 後援

１６～１８ 第７５回全日本体操競技個人総合選手権 高崎アリーナ 日本体操協会

２ 福岡県選手権　兼　国民体育大会県予選会（ＴＲＰ） 小倉北体育館 県体操協会 共催

８～９ 全日本トランポリン競技年齢別選手権大会 ヤマト市民体育館前橋 日本体操協会

９ 福岡県選手権　兼　国民体育大会県予選会（競技） 福岡大学 県体操協会 共催

１５ 第１回福体操協理事・評議会 福岡市総合体育館 県体操協会 主催

１６ 福岡県選手権　兼　国民体育大会県予選会（新体操） グローバルアリーナ 県体操協会 共催

１５～１６ 第６０回NHK杯体操 長野市若里多目的スポーツアリーナ 日本体操協会

１５～１６ 高等学校全九州体操競技選手権大会県予選 九州共立大学　他 県高体連 後援

１８～２０ 西日本学生新体操選手権大会 北九州市立総合体育館 西日本学生体操連盟 後援

２１～２３ 西日本学生体操競技選手権大会 北九州市立総合体育館 西日本学生体操連盟 後援

２２～２３ 高等学校全九州新体操選手権大会県予選 グローバルアリーナ 県高体連 後援

２９～３０ 高等学校全国体操競技選手権大会県予選 北九州市立総合体育館 県高体連 後援

５～６ 県ジュニア体操競技大会　兼 九州小学生大会予選会 アクシオン福岡 県ジュニア体操クラブ連盟 主催

５～６ 第７５回全日本体操種目別選手権 高崎アリーナ 日本体操協会

１２～１３ 九州小学生新体操大会県予選 グローバルアリーナ 県新体操クラブ連盟 後援

１１～１３ 全九州高等学校体育大会（新体操） 熊本県立総合体育館 九州高体連

１８～２０ 全九州高等学校体育大会（体操競技） 熊本県立総合体育館 九州高体連

８～９ 九州ブロック・九州選手権大会（トランポリン） アクシオン福岡 九州体操協会 共催

９～１１ 九州ブロック・九州選手権大会（新体操女子） アクシオン福岡 九州体操協会 共催

１６～１８ 第７回全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会 宝来屋郡山総合体育館 日本体操協会

２２～２３ 九州選手権大会（新体操男子） 北九州市立総合体育館 九州体操協会 共催

２４～２５ 九州ブロック・九州選手権大会（体操競技） 北九州市立総合体育館 九州体操協会 共催

２４ 第１回九州体操協会理事会 北九州市立総合体育館 九州体操協会 共催

２５～２６ 県新体操選手権大会　兼　かささぎ杯予選会 グローバルアリーナ 県新体操クラブ連盟 後援

２７ 中体連県総体新体操大会 グローバルアリーナ 県中体連 後援

３０～３１ 中体連県総体体操競技大会 アクシオン福岡 県中体連 後援

３１～8/1 九州小学生体操競技大会 鹿児島県総合体育センター 九州体操協会

２４～8/3 東京オリンピック競技大会（体操競技） 有明体操競技場

３０～３１ 東京オリンピック競技大会（トランポリン） 有明体操競技場

西日本ジュニア体操競技選手権大会 福山市 全日本ジュニア

６～８ 東京オリンピック競技大会（新体操） 有明体操競技場

６～８ 第４６回全国高等学校トランポリン選手権大会 熊本市総合体育館 全高ト連

６～８ 九州中学校体操競技大会 大分サイクルショップコダマ大洲アリーナ 九州中体連

９～１０ 九州中学校新体操大会 大分べっぷアリーナ 九州中体連

９～１１ 全国高校総体（体操競技） リージョンプラザ上越 日本高体連

１２～１７ 全日本ジュニア体操競技選手権大会 横浜武道館 日本体操協会

１６～１７ 九州小学生新体操競技大会 鹿児島県総合体育センター 九州体操協会

１７～１９ 第５２回全国中学校体育大会（新体操） エスフォルタアリーナ八王子 日本中体連

２０～２２ 第５２回全国中学校体育大会（体操競技） 神奈川県立スポーツセンター 日本中体連

２１～２２ 全国高校総体（新体操） 新潟市東総合スポーツセンター 日本高体連
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１～４ 第７５回全日本学生体操競技選手権大会 静岡：草薙総合運動場体育館 全学連

４～５ 第７６回国民体育大会（新体操） 四日市市総合体育館 日本体操協会

６～７ 第７６回国民体育大会（トランポリン） 四日市市総合体育館 日本体操協会

９～１２ 第７６回国民体育大会（体操競技） 四日市市総合体育館 日本体操協会

１３～１６ 第７３回全日本学生新体操競技選手権大会 静岡：草薙総合運動場体育館 全学連

２３～２６ 第５４回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会 山形：酒田市国体記念体育館 日本体操協会

２３～２５ 第３５回かささぎ杯ジュニア新体操競技会 佐賀県総合体育館 佐賀県

２４～２５ 第４２回九州学生新体操競技新人大会 熊本県立総合体育館 九州学生体操連盟

２５～２６ 第６４回九州学生体操競技新人大会 熊本県立総合体育館 九州学生体操連盟

１～３ 第５８回全日本トランポリン選手権大会 大阪ひまわりドーム 日本体操協会

３ 第18回福岡県体操祭 福岡市総合体育館 県体操協会 主催

１８～２４ 第50回世界体操競技選手権大会 北九州市立総合体育館 FIG

２７～３１ 第38回世界新体操選手権大会 西日本総合展示場新館 FIG

２９～３１ 第１回全九州トランポリンシンクロ競技大会 小倉北体育館 九州トランポリン連盟

６～７ 中・高新人県大会（体操競技） アクシオン福岡 県中体連・県高体連 後援

６～７ 中・高新人県大会（新体操） アクシオン福岡 県中体連・県高体連 後援

１２～１４ 第３９回全日本ジュニア新体操選手権大会 高崎アリーナ 日本体操協会

１２～１４ 第１６回全国ブロックU-12体操競技大会 佐賀県総合体育館 日本体操協会

２０～２２ サニックスCUP国際新体操団体選手権2021 グローバルアリーナ宗像 ｻﾆｯｸｽ/新体操ｸﾗﾌﾞ連盟 後援

２６～２８ 第７４回全日本新体操選手権大会 高崎アリーナ 日本体操協会

４～５ 第１４回福岡県小学生体操競技大会 アクシオン福岡 県体操協会 主催

１１ 第２回福体操協理事会 福岡市 県体操協会 主催

１１～１２ 第７５回全日本体操団体選手権 国立代々木競技場第一体育館 日本体操協会

１ １５～１６ SANIX Open新体操チーム選手権2021 グローバルアリーナ宗像 サニックス 後援

６ 全国代表者連絡会議 東京 日本体操協会

１９～２０ SANIX CUP 男子新体操競演会2021 グローバルアリーナ宗像 サニックス 後援

６ 九州体操協会第2回理事会 宮崎県 九州体操協会 共催

１２ 第３回福体操協理事・評議会 福岡市総合体育館 県体操協会 主催

１６～１８ 第３７回全国高等学校新体操選抜大会 熊本県立総合体育館 日本高体連

１９～２０ 第３８回全国高等学校体操競技選抜大会 熊本市総合体育館 日本中体連
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