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福岡大会 3/20～4/5 各球場

一回戦
3/21  9:00
3/22  9:00

北九州市民球場 対　真颯館

（市内大会） 4/10～5/2 各球場

一回戦 4/10　9:00 桃園球場 対　豊国学園

（抽選会） 6/21

（開会式） 7/4～

（県大会） 7/19～

北九州地区新人野球大会 （地区大会） 8月～

（福岡大会） 9/5～

北九州地区１年生大会 （地区大会） 10/12～

北部予選 5/14,15,16 本城陸上競技場

県予選 5/28,29,30 博多の森陸上競技場

北九州地区予選 6/17～20 大分県（昭和電工ドーム）

全国大会 7/28～8/1 福井県（福井運動公園）

北部予選 6/26,27 本城陸上競技場

県予選 7/10,11 博多の森陸上競技場

北部予選 9/4,5 鞘ヶ谷陸上競技場

県予選 9/18,19 博多の森陸上競技場

九州大会 10/8～10 宮崎県総合運動公園

春季選抜選手権 県予選 5/15,16 県立総合プール

令和３年度全国高等学校総合体育大会 県予選 6/12,13 総合西市民プール

新人大会 県予選 9/18,19 県立総合プール

北部予選
4/24,25
5/1,2,8,9

八幡・若松地区

県予選
5/23,29,30

6/5,6
北部・筑豊ブロック

北部予選 6/12,13,19,20 各学校（予定）

県予選
7/3～11/3

（予定）
アクシオン福岡　他

北部予選
11/6,7

12/4,5,11,12
小倉・門司・京築地区

県予選
1/29,30
2/5,6,11

中部・南部ブロック各学校

北部予選
4/24,25
5/1,2

門司・小倉地区

県予選
5/22,23

5/30
南部地区（予定）

桂川町総合体育館（予定）

北部予選 10/2,3,10,11 未定

県予選
10/30,31

11/13
福岡市民体育館または福岡市総合体育館

北部予選 12/4,5,11,12 戸畑・八幡地区

県予選 1/22,23 北部地区（予定）

北部予選 4/29,5/1,2 中間市体育文化センター（予定）

県予選（個人） 5/22,23 中間市体育文化センター（予定）

県予選（団体） 5/29,30 久留米アリーナ（予定）

全国選抜卓球（個人） 県予選 1/22 飯塚市飯塚第一体育館（予定）

北部予選 10/24,30,31 中間市体育文化センター（予定）

県予選（個人） 11/6 飯塚市飯塚第一体育館（予定）

県予選（団体） 11/13,14 飯塚市飯塚第一体育館（予定）
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第１０３回　全国高等学校野球選手権

第１４９回　九州地区高等学校野球大会

卓球部

令和３年度全国高等学校総合体育大会
卓球競技選手権大会

新人大会

バレーボール部

令和３年度全国高等学校総合体育大会
バレーボール選手権大会

全国バレーボール高等学校選手権大会

新人大会

野球部

第１４８回　九州地区高等学校野球大会

第４９回　北九州市内高校野球大会

バスケットボール部

令和３年度全国高等学校総合体育大会

全高等学校バスケットボール選手権大会

新人大会

陸上部

令和３年度　全九州高等学校体育大会
第３７回　全九州高等学校新人陸上競技大会

令和３年度全国高等学校総合体育大会
陸上競技対校選手権大会

令和３年度福岡県高等学校
学年別陸上競技対校選手権大会

水泳部

応援よろしく

お願いします！
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北部予選（個人） 4/29 桃園庭球場

北部予選（団体） 5/1,2 桃園庭球場

北部（予備日） 5/3,4 桃園庭球場

県予選 5/29,30,6/6 今津運動公園・新宝満川テニスコート

北部予選（個人） 9/11 桃園庭球場

北部予選（団体） 9/12 桃園庭球場

県予選 11/6,7,13 今津運動公園・新宝満川テニスコート

令和３年度全国高等学校総合体育大会 県予選 5/15,16,22,23,29,30
福岡市総合体育館、アクシオン福岡、

早良体育館　他

FHBAカップ 県予選 11/2,6,7,13,14 福岡市南体育館　他

新人大会 県予選 12/4,5,11,12,18,19 筑後広域公園体育館、みずま総合体育館（予定）　他

北部予選
4/17,18,24,25,29

5/1,3,8
（予備日5/9）

各学校

県予選
5/15,16,22,23,29,30

6/5,6
福岡フットボールセンター　他

全国高等学校サッカー選手権大会 県予選
7/24～30

10/16～11/14
福岡フットボールセンター　他

北部予選
12/5,11,12,18,19,25,26

1/8,9
（予備日1/10）

各学校

県予選 1/15,16,22,23,29,30 未定

全九州大会 県予選 4/25,5/2,9,16,23,29,6/6 各学校、春日球技場、グローバルアリーナ（予定）

令和３年度全国高等学校総合体育大会 県予選
9/26,10/10,17,24,31

11/7,13
各学校、春日球技場　他

ベスト電器スタジアム（予定）

7人制ラグビー大会 県予選 5/30,6/12 各高校、春日球技場（予定）

新人大会 県予選 12/4,5,11,12,18,19 各学校

北部予選（個人） 4/24,25 北九州総合体育館（予定） 全九州高校総体予選

北部予選（団体） 5/8,9 浅生スポーツセンター（予定） 全九州高校総体予選

県予選（団体） 5/22,23 未定

県予選（個人） 5/29,30 未定

北部予選（個人） 10/16,17 未定

北部予選（団体） 10/23,24 浅生スポーツセンター（予定）

県予選（個人） 11/6,7 未定

県予選（団体） 11/13,14 未定

北部・筑豊大会 5/8,9 未定

県予選 5/29,30 未定

北部・筑豊大会 9/18,19 未定

県予選 10/16,17 未定

北九州地区吹奏楽コンクール 高校の部 7/31 北九州ソレイユホール

北九州アンサンブルコンテスト ＊ 11/26 黒崎ひびしんホール

第１６回定期演奏会 ＊ 2/20 北九州市ウエルとばた　大ホール
13:00　開場　　13:30　開演

15:30　終演（予定）

書道部 福岡県高等学校総合文化祭
書道部門

県予選 * *

県大会 6/5,6 福岡工業高等学校　他

九州予選 7/3,4 福岡工業高等学校　他

全国大会 11/13,14 神奈川県（東部総合職業技術校 他）

無線部 第１６回若年者ものづくり競技大会 全国大会 8/4,5 えひめ国際貿易センター

吹奏楽部

高校生ものづくりコンテスト
電気工事部門

溶接部門
化学分析部門

電子回路組み立て部門

サッカー部

令和３年度全国高等学校総合体育大会

新人戦

ハンドボール部

ソフトテニス部

令和３年度全国高等学校総合体育大会

新人大会

空手道部

新人大会

バドミントン部

ラグビー部

令和３年度　全九州高等学校体育大会

令和３年度全国高等学校総合体育大会
バドミントン競技選手権大会

新人大会

ものづくり部
無線部
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