
NO.1

年     月     日 場          所

日本本部会議 日本スポ少年団（常任委員会） 4月18日(月) 岸記念体育館

日本スポ少年団（常任委員会） 6月3日(金) 岸記念体育館

日本スポ少年団（委員総会） 6月4日(土) シダックスホール

日本スポ少年団（事務担当者） 5月25日(水) 岸記念体育館

日本スポ少年団（常任委員会） 11月11日(金) 岸記念体育館

日本スポ少年団（常任委員会） 3月3日(金) 岸記念体育館

日本スポ少年団（委員総会） 3月4日(土) シダックスホール

関東ブロック会議 2月3日(金) 栃木県（宇都宮市）

　 2月4日(土) 　

   県内会議 委員総会・常任委員会 5月26日(木) ALSOKぐんま総合ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-

本館　第1研修室・第2会議室

2月24日(金) ALSOKぐんま総合ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-

本館　第1研修室

常任委員会 1月10日(火) ALSOKぐんま総合ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-

本館　第1会議室

指導者協議会 4月23日(土)
ALSOKぐんま総合ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-
本館　第1研修室・第２会議室

協議会   ・運営委員会  6月4日(土)
ALSOKぐんま総合ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-
本館　第２研修室

10月8日(土)
ALSOKぐんま総合ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-
本館　第２会議室

2月18日(土)
ALSOKぐんま総合ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-
本館　第２会議室

専門部会 6月4日(土) ALSOKぐんま総合ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-

本館　第1研修室

12月3日(土) ALSOKぐんま総合ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-

本館　第1研修室

リーダー会    定例会 4月10日(日)
ALSOKぐんま総合ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-
本館　第2研修室

　　　　　　　　　総会 5月28日(土)
ALSOKぐんま総合ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-
本館　第2会議室

市町村事務担当者 3月9日(木) ALSOKぐんま総合ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-

                     平成28年度群馬県スポーツ少年団事業計画

   行          事          名



NO.2

年     月     日 場          所

   全国講習会・ 第21回指導者全国研究大会 6月26日(日) 東京都

   研修会

第54回全国スポーツ 7月2日(土) ALSOKぐんま総合ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-

少年大会 7月28日(木) 香川県高松市

～31日(日) 　

シニア・リーダー 8月4日(木) 静岡県御殿場市

スクール ～8日(月) 国立中央青少年交流の家

リーダー連絡会 9月24日(土) 東京都・国立オリンピック記念

・25日(日) 青少年総合センター

認定育成員研修会① 10月22日(土) 東京都・国立オリンピック記念

認定育成員研修会② 11月20日(日) 青少年総合センター

公認ジュニアスポーツ 未定 【東会場】東京都内・詳細未定

指導員養成講習会前期

                        後期     

　関東講習会・     関東ブロックスポーツ少年大会 9月17日（土）～１９日（月） 埼玉県

　研修会 関東ブロックリーダー研究大会 10月29日（土）～30日（日） 神奈川県

関東ブロック研究協議会 11月5日（土）～6日（日） 山梨県

   県内講習会・ ジュニア・リーダー 9月17日(土) 国立赤城青少年交流の家

   研修会 スクール ～19日(月)

母集団育成研修会 8月20日（土） 伊勢崎市役所内会議室

認定員養成講習会　　　　　　　 11月12日(土) 前橋市　前橋工科大学

(スポーツリーダー養成講習会 ・13日(日) ２００人

兼スポーツ少年団認定員 12月10日(土) 前橋市　前橋工科大学

養成講習会)　群馬県本部開催 ・11日(金) ２００人

認定員再研修会 12月4日(日) ALSOKぐんま総合ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-

本館　第1研修室

指導者研究大会(指導者協議会） 1月22日(日)
ALSOKぐんま総合ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-
本館　第1研修室・第2研修室

   行          事          名



NO.3

年     月     日 場          所

  全国競技別 第38回ホッケー 8月5日(金) 埼玉県　飯能市

  交流大会 ～8日(月) 　

第40回全日本少年サッカー 12月下旬 鹿児島県

 　

第38回軟式野球 8月5日(金) 滋賀県彦根市

～8日(月) 　

第39回剣道 平成29年3月下旬 愛知県名古屋市

　 　

第14回バレーボール 平成29年3月下旬 福井県福井市

　 　

  関東競技別 第35回ブロック競技別 7月7日(木)
ALSOKぐんま総合ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-
本館　第1会議室

  交流大会 交流大会 7月29日(金) 栃木県宇都宮市

～31日(日) 　

  関東競技別 兼第27回空手道 5月8日(日) ALSOKぐんま総合ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-

  交流大会 ぐんまアリーナ

　県予選会 兼第52回軟式野球  5月7日（土）・14日（土）・22日（日） 桐生市広沢球場

6月4日（土）・11日（土）

兼第20回バドミントン 6月25日(土)
ALSOKぐんま総合ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-
ぐんまアリーナ

バレーボール 6月19日(日) 高崎市箕郷町

・26日(日) さわやか交流館

ミニバスケットボール 6月18日(土) ALSOKぐんまアリーナ

・19日(日) 渋川市赤城総合運動自然公園

しんとうスポーツアリーナ

   行          事          名



NO.4

年     月     日 場          所

第52回少年団大会 8月6日(土) ALSOKぐんま総合ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-

  県内大会 8月7日(日) その他県内各会場

  交流大会 第37回春季ソフトボール 5月28日(土)・29日(日)太田市渡良瀬スポーツ広場

6月4日(土)

10月16日（日） 正田醤油ｽﾀｼﾞｱﾑ群馬(開会式)

10月30日（日） 高崎市浜川陸上競技場他

11月5日（土）

11月13日（日）・27日（日）

第25回秋季軟式野球 8月20日（土）・21日（日） 高崎城南球場・和田橋球場

8月27日（土） 西毛総合運動公園野球場

第20回中学生柔道 9月11日(日) ALSOKぐんま総合ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-

第20回低学年軟式野球 10月1日(土) 前橋宮城総合運動場・北部

・8日(土) 運動場・藤岡烏川緑地

第31回秋季ソフトテニス 10月8日(土) ALSOKぐんま総合ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-

第35回秋季バレーボール 10月23日(日) 高崎市・桐生市・藤岡市

10月30日(日) 前橋市・安中市・伊勢崎市

第35回秋季ソフトボール 11月3日（木祝） 前橋市宮城総合運動場

11月 5日（土）・６日（日） 多目的広場

第37回スピードスケート 1月初旬
県総合ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-
伊香保リンク

第3７回フィギュアスケート 2月初旬
ALSOKぐんま総合ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-
アイスアリーナ

第９回冬季バドミントン 2月5日(日)
ALSOKぐんま総合ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-
ぐんまアリーナ

第28回小学生柔道 3月5日(日) ALSOKぐんま総合ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-

第46回スキー 2月下旬 みなかみ町・片品村・草津町

 

第11回スポーツ少年団 3月19日(日) ALSOKぐんま総合ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-

フェスティバル      　 ぐんまアリーナ

   諸　　事　　業 日独同時交流（受入伊勢崎市）
7月30日（土）～

8月3日（水）
ドイツ(1人指導者・9人団員）

　　群馬県スポーツ少年団顕彰事業 3月19日(日) ALSOKぐんま総合ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-

   行          事          名

第41回全日本
少年サッカー大会予選会
兼第52回県サッカー大会


