令和3年7月1日現在

令和３年度釧路市における全道・全国・国際大会一覧表
大会等の名称

大会
区分

種類
区分

令和3年4月17日（土）～令和3年4月18日（日） 釧路ひぶなＣＵＰ28オープンジュニア大会

全道

スポーツ

開催日

令和3年5月21日（金）

ライオンズクラブ北海道エリア複数年次大会

令和3年6月26日（土）～令和3年6月27日（日） 日本クレー第5次北海道公式大会

全道

全道

主催者
釧路ひぶなテニスクラブ

参集
人員

連絡先

釧路市民テニスコート

104

釧路ひぶなテニスクラブ

釧路市観光国際交流センター

200

㈱トップオブクシロ

釧路ＨＡＰ’１総合射撃場

80

釧路ＨＡＰ’１総合射撃場
電話：0154-57-5555
釧路クレー射撃協会
電話：090-3775-1576（高橋）

釧路市観光国際交流センター

120

釧根地区トラック協会

北海道消化器内視鏡技師会

釧路市生涯学習センター

150

北海道消化器内視鏡技師会

総会・大会 ㈱トップオブクシロ

スポーツ

会場

（一財）日本クレー射撃協会

令和3年7月2日（金）

令和3年度(公社)全日本トラック協会青年部会北海道ブロック大会

全道

令和3年7月3日（土）

北海道消化器内視鏡技師会in釧路

全道

学会

令和3年7月6日（火）

令和3年度スマイルヘルスカップ

全道

スポーツ

スマイルヘルスカップ実行委員会

釧路市民テニスコート

204

スマイルヘルスカップ実行委員会

令和3年7月25日（日）

MFJ公認全道モトクロス選手権第43戦釧路大会

全道

スポーツ

釧路モトクロス協会

高山特設会場（高山30番地）

150

釧路モトクロス協会

令和3年7月16日（金）～令和3年7月19日（月）
（予定）
高松宮賜杯第65回全日本軟式野球大会（1部・2部）北・北海道大会 全道
令和3年7月31日（土）～令和3年8月2日（月）

スポーツ

北海道軟式野球連盟

釧路市民球場 他

710

北海道軟式野球連盟

全道

スポーツ

北海道中学校体育連盟

湿原の風アリーナ釧路

未定

釧路市中体連事務局（釧路市立共栄中学校内）
電話：0154-23-1691

第57回北海道地区国立工業高等専門学校体育大会

全道

スポーツ

苫小牧工業高等専門学校
旭川工業高等専門学校
釧路工業高等専門学校
函館工業高等専門学校

未定

未定

釧路工業高等専門学校 学生課学生支援係

2021 東日本ジュニア体操競技選手権大会

全国

スポーツ

（社）全日本ジュニア体操クラブ連盟

湿原の風アリーナ釧路

620

（社）全日本ジュニア体操クラブ連盟

令和3年8月14日（土）～令和3年8月15日（日） 釧路ひぶなＣＵＰ29 オープンジュニア大会

全国

スポーツ

釧路ひぶなテニスクラブ

釧路市民テニスコート

108

釧路ひぶなテニスクラブ

令和3年8月20日（金）～令和3年8月22日（日） 第73回北海道バドミントン選手権大会

全道

スポーツ

釧路地区バドミントン協会

湿原の風アリーナ釧路

730

釧路地区バドミントン協会

令和3年8月21日（土）～令和3年8月22日（日） 第94回北海道陸上競技選手権大会

全道

スポーツ

（一財）北海道陸上競技協会

釧路市民陸上競技場

全道

スポーツ

北海道ボウリング連盟

釧路パレスボウル

80

北海道ボウリング連盟

全道

スポーツ

北海道ハンドボール協会

湿原の風アリーナ釧路

650

釧路ハンドボール協会

釧路市観光国際交流センター

120

釧路地方法人会

釧路市観光国際交流センター

360

ＣＡＦＥ－ＡＡ―

釧路プリンスホテル

160

日本製紙連合会

コーチャンフォー釧路文化ホール
小ホール

300

東・北海道岳風会所属釧路支部

令和3年7月31日（土）～令和3年8月1日（日）（予定） 第42回北海道中学校剣道大会

令和3年7月（予定）

令和3年8月3日（火）～令和3年8月7日（土）

令和3年8月22日（日）

第47回北海道クラブ対抗選手権大会
（兼）第50回全日本クラブ対抗選手権大会北海道予選会

令和3年8月27日（金）～令和3年8月29日（日） 令和3年度国民体育大会ハンドボール競技北海道予選会
令和3年9月2日（木）～令和3年9月3日（金）
令和3年9月5日（日）

第58回北海道法人会全道大会釧路大会

全道

北海道ダーツトーナメントinくしろ

全道

令和3年9月8日（水）～令和3年9月9日（木）(予定) 全国紙パルプ安全衛生大会

令和3年9月11日（土）～令和3年9月12日（日） 東・北海道岳風会創立10周年記念及び第64回釧路支部吟道大会

※「国際」は国際大会、「全国」は全国規模の大会、「全道」は全道規模の大会、「地区」は地区大会です。

総会・大会 釧根地区トラック協会

総会・大会 釧路地方法人会
スポーツ

ＣＡＦＥ－ＡＡ－

全国

総会・大会 日本製紙連合会

地区

芸術・文化

東・北海道岳風会
東・北海道岳風会所属釧路支部
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1,200 釧路地方陸上競技協会事務局

釧路市産業振興部観光振興室

令和3年7月1日現在

令和３年度釧路市における全道・全国・国際大会一覧表
開催日

大会等の名称

大会
区分

種類
区分

主催者

北海道釧路鶴野支援学校

参集
人員
40

連絡先
北海道聴覚障害教育研究会
電話：011-716-2979

令和3年9月16日（木）～令和3年9月17日（金）（予定） 第19次第2回北海道聴覚障害教育研究大会（釧路大会）

全道

令和3年9月22日（水）～令和3年9月24日（金） 第37回北海道高等学校新人陸上競技大会

全道

スポーツ

（一財）北海道陸上競技協会

釧路市民陸上競技場

3,500 釧路地方陸上競技協会事務局

令和3年9月25日（土）～令和3年9月26日（日） 第20回全国赤十字病（産）院スポーツ大会

全国

スポーツ

日本赤十字社病院長連盟

湿原の風アリーナ釧路
釧路市民球場 他

1,500

令和3年9月29日（水）～令和3年10月3日（日） 令和3年度北海道学生ハンドボール秋季リーグ戦

全道

スポーツ

北海道学生ハンドボール連盟

湿原の風アリーナ釧路
釧路町総合体育館（予定）

850

釧路ハンドボール協会

釧路市観光国際交流センター

未定

釧路信用組合

300

釧路市消防本部警防課
電話：0154-23-4381

釧路市観光国際交流センター

800

ガバナー事務所

令和3年10月2日（土）

会議・研修 北海道聴覚障害教育研究会

会場

釧路赤十字病院
電話：0154-22-7171

輝け!!第4回「地域クラウド交流会」全国グランプリ大会in釧路

全国

総会・大会 釧路信用組合

令和3年度緊急消防援助隊北海道東北ブロック合同訓練全体説明
会

全国

会議・研修

令和3年10月9日（土）～令和3年10月10日(日) 国際ロータリー第2500地区地区大会

地区

総会・大会 ガバナー事務所

令和3年10月9日（土）～令和3年10月10日（日） 日本クレー第9次北海道公式大会

全道

スポーツ

（一財）日本クレー射撃協会

釧路ＨＡＰ’１総合射撃場

80

釧路ＨＡＰ’１総合射撃場
電話：0154-57-5555
釧路クレー射撃協会
電話：090-3775-1576（高橋）

全道

スポーツ

釧路水泳協会

釧路市鳥取温水プール

230

釧路水泳協会

令和3年10月5日（火）または10月6日(水)（予定）

令和3年10月17日（日）

第39回道東選手権水泳競技大会

全道

総会・大会 北海道算数数学教育会

芦野小学校・景雲中学校・湖陵高校

300

北海道算数数学教育会小・中・高 各事務局 札
幌

令和3年度交通安全指導員道東ブロック研修会

地区

会議・研修 北海道交通安全指導員連絡協議会

釧路市生涯学習センター
まなぼっと幣舞

370

釧路市市民生活課
電話：0154-31-4521

第67回北海道小学校理科教育研究大会釧路大会
第59回北海道中学校理科教育研究会釧路大会

全道

総会・大会

釧路市立桜が丘中学校

未定

鶴居村立鶴居小学校 電話：0154-64-2251
標茶町立標茶中学校 電話：015-485-2047

全国

会議・研修 総務省消防庁

耐震岸壁 他

未定

緊急消防援助隊北海道東北ブロック合同訓練
推進協議会 北海道実行委員会事務局
電話：0154-22-2156

釧路市生涯学習センター

150

日本測地学会事務局

コーチャンフォー釧路文化ホール

800

釧路市小学校管楽器研究会（太田小学校内）
電話：0153-52-2007

令和3年10月28日（木）～令和3年10月30日（土） 北海道算数数学教育研究大会(釧路大会)

令和3年10月（予定）
令和3年11月5日（金）（予定）

令和3年度緊急消防援助隊北海道東北ブロック合同
釧路市生涯学習センター
訓練推進協議会北海道実行委員会

令和3年11月13日（土）～令和3年11月14日(日) 令和3年度緊急消防援助隊北海道東北ブロック合同訓練
日本測地学会第136回講演会

全国

第44回釧路市小学校管楽演奏発表会

地区

令和3年12月（下旬）（予定）

第34回ゴールドウインカップ阿寒スラローム大会

国際

スポーツ

（公財）北海道スキー連盟

釧路市国設阿寒湖畔スキー場

230

（特非）阿寒観光協会まちづくり推進機構
電話：0154-67-3200

令和3年12月（下旬）（予定）

第6回セコマカップ阿寒スラローム大会（ＮＪＲ）

国際

スポーツ

（公財）北海道スキー連盟

釧路市国設阿寒湖畔スキー場

230

（特非）阿寒観光協会まちづくり推進機構
電話：0154-67-3200

令和3年12月（下旬）（予定）

第66回阿寒スピードスケート選手権大会

地区

スポーツ

（一財）北海道スケート連盟
釧路市
阿寒湖温泉冬季スポーツ大会実行委員会

阿寒湖畔スケートリンク

150

（特非）阿寒観光協会まちづくり推進機構
電話：0154-67-3200

第13回全道選抜中学生女子アイスホッケー大会

全道

スポーツ

（一財）北海道アイスホッケー連盟

ひがし北海道クレインズアイスア
リーナ

未定

釧路アイスホッケー連盟

第42回全国中学校アイスホッケー大会

全国

スポーツ

日本中学校体育連盟

ひがし北海道クレインズアイスア
リーナ
釧路市春採アイスアリーナ

未定

釧路市中体連事務局（釧路市立共栄中学校内）
電話：0154-23-1691

令和3年11月17日（水）～令和3年度11月19日（金）（予定）

令和3年11月（予定）

令和3年12月（予定）

令和4年1月（上旬）～令和4年2月（下旬）

※「国際」は国際大会、「全国」は全国規模の大会、「全道」は全道規模の大会、「地区」は地区大会です。

学会

釧路小学校理科研究会
釧路中学校理科教育研究会

日本測地学会

芸術・文化 釧路市小学校管楽器研究会
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令和3年7月1日現在

令和３年度釧路市における全道・全国・国際大会一覧表
大会
区分

種類
区分

全道

スポーツ

（公財）北海道体育協会
スポーツ少年団
（一財）北海道スケート連盟
北海道新聞社

阿寒湖畔スケートリンク

200

（特非）阿寒観光協会まちづくり推進機構
電話：0154-67-3200

令和4年2月19日（土）～令和4年2月20日（日） 2022北海道たんちょう杯インドアソフトテニス大会

全道

スポーツ

釧路ソフトテニス協会

湿原の風アリーナ釧路

98

釧路ソフトテニス協会

令和4年3月12日（土）～令和4年3月13日（日）（予定） 第58回北海道高等学校インドアソフトテニス選手権大会

全道

スポーツ

北海道ソフトテニス連盟

湿原の風アリーナ釧路
釧路町総合体育館

420

北海道ソフトテニス連盟高校部釧根支部

第16回全日本アイスホッケー大会（中学生・男子の部）

全国

スポーツ

釧路市
釧路市教育委員会
（一財）釧路市スポーツ振興財団
（公財）日本アイスホッケー連盟

釧路市柳町アイスホッケー場
釧路市春採アイスアリーナ
ひがし北海道クレインズアイスア
リーナ

600

全日本少年アイスホッケー大会実行委員会
電話：0154-31-1230

未定

北海道赤十字奉仕団道東ブロック協議会・研修会

地区

会議・研修 北海道赤十字奉仕団道東ブロック協議会

釧路プリンスホテル（予定）

150

日本赤十字社北海道支部釧路市地区
電話：0154-23-5151（内線1423）

未定

授業力向上セミナー

全国

会議・研修

北海道教育大学附属釧路義務教育
学校

未定

北海道教育大学附属義務教育学校

開催日

令和4年1月（中旬）（予定）

令和4年3月（予定）

大会等の名称

第44回北海道スポーツ少年団スピードスケート競技大会

※「国際」は国際大会、「全国」は全国規模の大会、「全道」は全道規模の大会、「地区」は地区大会です。

主催者

北海道教育大学
北海道教育大学附属釧路義務教育学校
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会場

参集
人員

連絡先

釧路市産業振興部観光振興室

