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令和元年11月2日現在

国内大会 内定○決定◎

2020 カヌースプリント海外派遣選手選考会 ３月２３日（月） 香川県　坂出市 府中湖カヌー競技場 香川県

兼 第30回府中湖カヌーレガッタ ～２９日（日） SP委員会

ＪＣＦスタンドアップパドルボード海外派遣選手選考会 ４月１８日（土） 京都府　京丹後市 久美浜湾カヌーレーシング場 京都府

SUP委員会

日本選手権大会 ４月１９日(日） 山形県　朝日町 カヌーランド最上川 山形県

令和２年度日本フリースタイル選手権大会 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ委員会

2020カヌースプリントジュニア・Ｕ２３ 海外派遣選手最終記録会 ４月２３日（木） 兵庫県　宍粟市 宍粟市音水湖カヌー競技場 兵庫県

2020カヌースプリント海外派遣選手最終選考会 ～２６日（日） SP委員会

2020カヌーワイルドウォータージャパンカップ 第１戦 ４月１２日（日） 新潟県　三条市 五十嵐川特設カヌー競技場 新潟県

SL･WW委員会

2020カヌースラロームジャパンカップ 第１戦 ５月　２日（土） 富山県　富山市 井田川カヌー競技場 富山県

2020年度スラローム日本代表選考会(予定） ３日（日） SL･WW委員会

2020カヌーワイルドウォータージャパンカップ 第２戦 ５月１６日（土） 岡山県　岡山市 旭川特設カヌー競技場 岡山県

7 2020カヌースラロームジャパンカップ 　 第２戦 １７日（日） SL･WW委員会

2020年度全国ジュニアカヌースラローム岡山大会

ワールドマスターズゲームズ2021関西テストイベント ５月１６日（土） 京都府　京丹後市 久美浜湾カヌー競技場 京都府

令和2年度全日本カヌーマラソン選手権大会 １７日（日） ﾏﾗｿﾝ委員会

兼2020ICF世界カヌーマラソン選手権大会選考会

令和2年度全日本学生長距離選手権大会  （仮称）

第76回国民体育大会リハーサル大会（SP） ６月１３日（土） 三重県　四日市市 伊坂ダム特設カヌー競技場 三重県

第67回東海高等学校総合体育大会 １４日（日） SP委員会

2020カヌーワイルドウォータージャパンカップ 第３戦 ６月２０日（土） 青森県　西目屋村 岩木川カヌー競技場 青森県

2020カヌースラロームジャパンカップ 　 第３戦 ２１日（日） SL･WW委員会

令和２年度全国少年少女カヌー大会 ７月１８日（土） 山梨県　富士河口湖町 精進湖カヌー競技場 山梨県

１９日（日） SP委員会

JOCジュニアオリンピックカップ ７月２２日（水） 奈良県　吉野町 津風呂湖カヌー競技場 奈良県

令和２年度全国中学生カヌー大会 ～２４日（金） SP委員会

文部科学大臣杯 ８月２０日（木） 山梨県　富士河口湖町 精進湖カヌー競技場 山梨県

2020年度日本カヌースプリントジュニア選手権大会 ～２３日（日） SP委員会

令和２年度日本カヌーポロジュニア選手権大会(小学校・中学校） ８月２１日（金） 福井県　あわら市 北潟湖カヌーポロ競技場 福井県

令和２年度日本カヌーポロジュニア選手権大会(高校） ８月２４日（月） Ｐ委員会

日本選手権大会 ９月１０日（木） 石川県　小松市 木場潟カヌー競技場 石川県

令和２年度日本カヌースプリント選手権大会 ～１４日（月） SP委員会

2020 Canoe Slalom ＆ WildWater Games in IBIGAWA ９月１８日（金） 岐阜県　揖斐川町 揖斐川特設カヌーコース 岐阜県

日本選手権大会 ～２０日（日） SL･WW委員会

令和２年度日本カヌーワイルドウォーター選手権大会

令和２年度日本カヌースラロームジュニア選手権大会

令和２年度日本カヌーワイルドウォータージュニア選手権大会

2020カヌースラロームジャパンカップ 最４戦

2020カヌーワイルドウォータージャパンカップ 最４戦

第75回国民体育大会　カヌー競技 １０月　９日（金） 鹿児島県　湧水町 川内川轟の瀬特設カヌー競技場 鹿児島県

～１２日（月） 鹿児島県　伊佐市 川内川菱刈カヌー競技場 SP､SL･WW委員会

日本選手権大会 １０月２３日（金） 岩手県　奥州市 奥州いさわカヌー競技場 岩手県

令和２年度日本カヌースラローム選手権大会 ～２５日（日） SL･WW委員会

第43回NHK杯全日本カヌースラローム競技大会

2020カヌースラロームジャパンカップ 最終戦

2020カヌーワイルドウォータージャパンカップ 最終戦

日本選手権大会 １０月２３日（金） 愛知県　みよし市 保田ヶ池カヌーポロ競技場 愛知県

令和２年度日本カヌーポロ選手権大会 ～２５日（日） Ｐ委員会

ワールドマスターズゲームズ2021関西　カヌースラローム １１月下旬 徳島県　那賀町 那賀川鷲敷ラインカヌーコース 徳島県

リハーサル大会 （調整中） SL委員会

　　　　　共催・後援

令和２年度全国高等学校総合体育大会 ８月１１日（火） 香川県　坂出市 府中湖カヌー競技場

～１５日（土） 高等学校カヌー専門部

第56回全日本学生カヌースプリント選手権大会 ９月

（調整中） 学生カヌー連盟

第24回阿武隈ウォーター大会 １０月２４日（土） 福島県　二本松市 阿武隈漕艇場コース 福島県

２５日（日）

令和２年度日本ドラゴンカヌー選手権大会

D委員会

2020全日本カヌー長距離選手権大会

学生カヌー連盟

第３回全国高等学校カヌー長距離選手権大会 令和３年３月１９日（金） 兵庫県　芦屋市 芦屋キャナルパーク内水路

～２１日（日） 高等学校カヌー専門部

３月２２日（日） タイ　チョンブリ

～２４日（火）

３月２６日（木） タイ　チョンブリ

～２９日（日）

東京オリンピック CSL 東京都 葛西カヌースラロームセンター

CSP 海の森水上競技場

東京パラリンピック
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2020年度　令和２年度　主要競技大会日程表

競技会名 期日 場所 主管等 内定決定
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第16回日本カヌースプリントジュニア・ジュニアユース小松大会

19 ◎

17 ◎
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◎

◎
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9月3日～5日

○

東京都 海の森水上競技場2 CSP

4

カヌースプリントアジア選手権大会　東京オリンピックアジア最終予選

1

7月26日～31日

1 ◎

5

6

3 ◎

2

8月3日～8日

2 ACC

ACC

◎

カヌースラロームアジア選手権大会　東京オリンピックアジア最終予選
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