
Ａ：会　務

No. 期　日 会　　場 備考

1 随　時

3 R2.5月14日(木) 秋田県　秋田ビューホテル

第1回委員総会 R2.5月31日(日)

第2回委員総会 R3.3月14日(日)

5 市町村スポーツ少年団事務担当者会議 （予定） R2.5月19日(火) セキスイハイムスーパーアリーナ　視聴覚室

6 種目別協議会代表者会議 R2.5月31日(日) ホテル白萩

7 市町村スポーツ少年団本部長会議(研修会） R2.11月21日(土) ホテル白萩

8 市・地区スポーツ少年団連絡協議会ブロック会議 ー 隔年実施に変更

Ｂ：主催事業

No. 期　日 会　　場 備考

9 R2.7月11日(土) 宮城県総合運動公園　総合プール会議室

10 宮城県スポーツ少年団表彰式 R3.3月14日(日) ホテル白萩

11
一次リーグ

　10/24～11/14
決勝：11/15

一次リーグ・決勝トーナメント
　MFA松島フットボールセンター他
決勝：みやぎ生協めぐみ野サッカー場

12
　 R2.4月25日(土）
  ～ 6月 6日(土)

楽天生命パーク宮城 他

13 第34回宮城県スポーツ少年団中学生軟式野球交流大会
　 R2.8月 2日(日）
  ～ 8月30日(日)

石巻市民球場　他

14
 R2.9月19日(土）
　～ 9月21日(月)

加美・遠田支部

小学生 R2.8月1日(土)

混合 R2.8月1日(土)

中学生 R2.8月2日(日)

16 R3.1月9日(土) セキスイハイムスーパーアリーナ

17 R3.2月6日(土) カメイアリーナ仙台

18 未定 ※会場確保出来ない場合開催無し

カメイアリーナ仙台

令和２年度宮城県スポーツ少年団事業計画

※県本部事業と重複することの無いように
御注意下さい。

名　　　称

常任委員会

2

総務委員会

随　時組織広報委員会

活動開発委員会

体育関係者会議

4

15

名　　　称

宮城県スポーツ少年団各種大会参加者事前研修会

第44回全日本少年サッカー大会宮城県大会

第43回宮城県スポーツ少年団軟式野球交流大会
（ジャンボ大会）

第33回宮城県スポーツ少年団小学生秋季軟式野球交流大会

第43回宮城県スポーツ少年団
                   バレーボール交流大会

第6回宮城県スポーツ少年団バレーボール小学生新人交流大会

ホテル白萩

第33回宮城県スポーツ少年団バレーボール大会
兼第18回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会
宮城県予選（女子）

第7回宮城県スポーツ少年団バレーボール中学生冬季交流大会



No. 期　日 会　　場 備考

19

　R2.9月20日(日）
  ～10月18日(日）
決勝　10月25日(日）
　　　11月 1日(日）

県内各小学校　他

20
　R2.9月19日(土）
  ～    20日(日）

大和町総合体育館
大郷町民体育館

21
　R3.3月27日(土）
  ～    28日(日）

フラップ大郷21
大和町総合体育館

22 R2.9月21日(月)
岩沼市
  岩沼市総合体育館

23 R2.11月23日(月)
岩沼市
  岩沼市総合体育館

24 R2.8月23日(日) 泉総合運動場　泉武道館柔道場

25 R2.9月13日(日) 宮城県武道館　柔道場

26 R2.11月8日(日) 宮城県武道館　柔道場

27 第38回宮城県スポーツ少年団ラグビー交流大会 R2.7月5日(日)
石巻市
　セイホクパーク石巻

28 第38回宮城県児童オリンピック大会 R2.8月2日(日)
栗原市
  築館陸上競技場

29 第36回宮城県スポーツ少年団水泳交流大会 R2.9月6日(日)
栗原市
　栗駒プール

30 R2.9月13日(日) 名取市市民体育館

31 R2.9月13日(日)
登米市
　中田総合体育館

32 第39回宮城県スポーツ少年団バドミントン交流大会
R2.11月 7日(土）
　   ～ 8日(日）

登米市登米総合体育館

33 第21回宮城県陸上競技交流会
R2.12月12日(土）
　   ～13日(日）

宮城スタジアム　会議室

Ｃ：指導者協議会事業

No. 期　日 会　　場 備考

34 運営委員会 随　時

35 R3.2月28日(日) 仙台市内

R2.9月21日(月)
利府町
　セキスイハイムスーパーアリーナ

R2.11月1日(日) 大河原町総合体育館

37
　R2.7月31日(金）
   ～8月2日(日）

国立花山青少年自然の家
　　　参加条件：各地区から6名参加

38 R2.9月6日(日) 宮城スタジアム　会議室 又は9/5

39 スタートコーチ（スポーツ少年団）養成講習会 Ａコース R2.10月11日(日) 宮城スタジアム　会議室

Ｂコース R2.11月21日(土) 宮城スタジアム　会議室

Ｃコース R2.12月19日(土)
登米市
　中田農村環境改善センター

Ｄコース R3.1月17日(日) 宮城スタジアム　会議室

Ｅコース R3.1月31日(日) 仙南会場

スタートコーチ（スポーツ少年団）養成講習会講師研修会

第43回宮城県スポーツ少年団柔道交流大会

アクティブ・チャイルド・プログラム普及促進研修会

第31回宮城県スポーツ少年団剣道錬成交流大会

第43回全国スポーツ少年団剣道交流大会宮城県予選会

みやぎ国体開催記念杯
　　第30回宮城県スポーツ少年団学年別柔道大会

さわやか杯第23回宮城県スポーツ少年団
　　柔道の形競技大会

第24回宮城県スポーツ少年団大会
              兼ジュニアリーダースクール

名　　　称

宮城県スポーツ少年団研修会

36

名　　　称

第40回宮城県スポーツ少年団
　　バスケットボール交流大会（小学生の部）

第36回宮城県スポーツ少年団
　　　　　秋季中学生バスケットボール大会

第39回宮城県スポーツ少年団
　　　　　春季中学生バスケットボール大会

第38回宮城県スポーツ少年団空手道交流大会

第41回宮城県スポーツ少年団卓球交流大会



Ｄ：市・地区主管事業

No. 期　日 会　　場 備考

団員交流会　　　　　　 （仙台市） R2.4月11日(土) シェルコムせんだい

（大河原） 未定 未定

（仙台中） R3.2月13日(土) 七ヶ浜健康スポーツセンター　アクアリーナ

（仙台南） 未定 未定

（ 大 崎 ） R2.12月19日(土) 大崎市古川総合体育館

（ 栗 原 ） R3.3月7日(日) 栗原市若柳総合体育館

（ 登 米 ）
  R2.４月
　～ ３月

登米市内

（気仙沼・本吉）
  R2.6月
　～12月

気仙沼・本吉地区各地

指導者研修会 （仙台市） 未定 未定

（大河原） 未定 未定

（仙台北） Ｒ3.1月～2月 未定

（仙台中） R3.2月13日(土) 七ヶ浜町生涯学習センター

（仙台南） 未定 未定

（ 大 崎 ） R3.1月24日(日) 大崎市古川総合体育館

（ 栗 原 ） R3.2月28日(日) 栗原市若柳総合体育館

（ 登 米 ） 未定 未定

（ 石 巻 ） R3.2月6日(土) 石巻市総合体育館

Ｅ：日本スポーツ少年団主催事業

No. 期　日 会　　場 備考

（派遣）
　R2.7月27日(月)
   ～8月 6日(木)

ドイツ各地

（受入）
　R2.8月10日(月)
   ～8月19日(水)

日本各地※オリンピック開催の為事業縮小
　（東北ブロックは青森県で受入）

43 2020年日独スポーツ少年団指導者セミナー （派遣）
　R2.10月11日（日）
　     ～24日（土）

ドイツ各地

44 第3回ジュニアスポーツフォーラム R2.6月28日(日) 東京都内

第1回

第2回

46 都道府県スポーツ少年団事務担当者会議 R2.6月2日(火) 公益財団法人日本スポーツ協会

47 シニア･リーダースクール
　R2.9月19日（土）
　    ～22日（火）

静岡県
　国立中央青少年交流の家

48
R2.6月27日(土）
 　 ～28日(日）

東京都
国立オリンピック記念青少年総合センター

49
Ｒ2.10月～11月

（予定）
東北地区

日本スポーツ少年団委員総会

スタートコーチ（スポーツ少年団）インストラクター移行研修会

45 東京都内

40

41

名　　　称

42
第47回日独スポーツ少年団同時交流

全国スポーツ少年団リーダー連絡会

名　　　称



No. 期　日 会　　場 備考

50 未定

51
　R2.7月31日(金)
   ～8月 3日(月)

静岡県
　国立中央青少年交流の家

派遣
登米市

52
R2. 8月 6日(木）
  　～ 9日(日)

岩手県
　滝沢総合運動公園野球場

53
R3.2月2日(火)
    ～3日(水)

北海道
　札幌市

54
R3.3月26日(金)
    ～28日(日)

福島県
　あづま総合体育館

55
R3.3月26日(金)
    ～29日(月)

宮城県
　セキスイハイムスーパーアリーナ

56 R2.7月4日(土)
山形県
　きらやかスタジアム

57
R2.7月18日(土)
    ～19日(日)

岩手県
　八幡平市鬼清水球技場

58
　R2.7月31日(金）
   ～8月2日(日）

秋田県
　秋田県立田沢湖スポーツセンター

59
　R2.11月21日(土）
   ～11月23日(月）

山形県
　山形県総合運動公園

60
R2.11月12日(木）
  　～13日(金)

秋田県秋田市
　秋田ビューホテル

61
R2.11月28日(土）
  　～29日(日)

山形県
　山形県体育館

62
R2.12月10日(木）
     ～11日(金）

秋田県
　秋田ビューホテル

63
R3.2月20日(土）
    ～21日(日）

宮城県
　セキスイハイムスーパーアリーナ

名　　　称

第40回東北ブロックミニバスケット交歓大会

第40回東北ブロックサッカー交流大会

第51回東北ブロックスポーツ少年大会

第42全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団軟式野球交流大会
　東北Ⅱブロック代表決定交流大会

第40回東北ブロック柔道交流大会

第18回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会

東北ブロックスポーツ少年団連絡協議会

第58回全国スポーツ少年大会

第42回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会

日本スポーツ少年団北海道・東北ブロック会議

第42回全国スポーツ少年団剣道交流大会

幼児期からのアクティブ・チャイルド・プログラム講師研修会

第24回北海道･東北ブロックリーダー研究大会

東北ブロック指導者研究協議会


