
月 期日 諸　　　会　　　議 場所 期日 国民体育大会・県民体育大会等 場所 期　日 スポーツ少年団等 場所
4～5 第１回九州地区体協連絡協議会 佐賀 12  九ブロ夏季申込期限 （ｶﾇｰSWW） － 12 市町村スポ少事務担当者会議 体協会館

17(水) 日スポ協加盟事務局長会議 東京都 22～23 第１回九ブロスポ少連絡協議会 熊本県

15～16 都道府県事務担当者会議 東京都

中旬 サポートプログラム説明会 体協会館

26 加盟団体連絡会議 体協会館

下旬 第1回競技力向上対策委員会 体協会館

21 第１回理事会 体協会館 26 九ブロ夏季（カヌーSWW） 鹿児島 10 スポ少第１回常任委・運営委・総会、指導協委総会 体協会館

18～19 スポーツリーダー兼認定員養成講習会 体協会館

中旬 第1回スポーツ医・科学委員会 体協会館 25 全国スポ少事務担当者会議 東京都

31 九ブロ夏季申込期限（２競技） －

18 定時評議員会 体協会館 7 九ブロ夏季申込期限（６競技） － 初旬 日スポ少第1回委員総会 東京都

20 評議員選定委員会 体協会館 14 九ブロ夏季申込期限（４競技） － 14 第2回常任委・指導協運営委 体協会館

下旬 日スポ協定時評議員会 東京都 15～16 スポーツリーダー兼認定員養成講習会 体協会館

16 空手道交流大会 武道館

14～15 全国スポ少指導者協議会 東京都

15～16 全国スポーツ少年団リーダー連絡会 東京都

23 スポ少剣道交流大会 西原体育館

下旬 スポ少ソフトボール交流大会 うるま市

下旬 指導者育成委・指導協理事会 体協会館

3 九ブロ夏季 監督会議 体協会館 6 全国・九州スポ少大会事前研修会 体協会館

5 九ブロ秋季申込期限（ｻｯｶｰ） －

12 九ブロ秋季申込期限（１２競技） － 13～14 スポ少バレーボール交流大会 浦添市民

19 九ブロ秋季申込期限（８競技） －

6～7 九ブロ夏季（２競技） 佐賀

13～14 九ブロ夏季（６競技） 佐賀

20～22 九ブロ夏季（４競技） 佐賀 26～28 沖縄県スポ少大会 渡嘉敷

25 九ブロ秋季監督会議 体協会館

7 国体一次申込期限（11競技） － 初旬 全国スポーツ少年団大会 長崎県

上旬 第2回競技力向上対策委員会 体協会館 10～12 九ブロ秋季(ｻｯｶｰ) 佐賀 8～12 シニア・リーダースクール 静岡県

17～18 九ブロ秋季(１２競技) 佐賀 10～13 九ブロスポ少大会 熊本県

21 国体二次申込期限（28競技） －

23～26 九ブロ秋季(８競技) 佐賀 上旬 九ブロスポ少バレーボール交流大会役員会議 体協会館

16～18 九ブロスポ少バレーボール交流大会 豊見城市

7～16 第74回国体(3競技) 茨城県 14・15 スポーツリーダー兼認定員養成講習会 体協会館

13 国体監督会議 体協会館

20 第74回国体県選手団結団式 武道館

28～10/8 第74回国民体育大会 茨城県

15 第２回理事会 体協会館 6 第７１回県民体育大会ｱｲｽﾎｯｹｰ ｻｻﾞﾝﾋﾙ 13 スポ少卓球交流大会 与那原

21 県民体育大会申込期限 － 中旬 第21回県スポレク祭 県内各地

25 第71回県民体育大会ゴルフ 宜野座村 19・20 九ブロスポ少リーダー研究大会 鹿児島県

29 県民体育大会代表者会議 体協会館

7～8 第２回九州地区体協連絡協議会 ﾊﾟｼﾌｨｯｸH 1 九ブロｱｲｽﾎｯｹｰ申込期限 － 17・18 九ブロスポ少指導者研究協議会 鹿児島県

14～15 西地区事務局長研修会 高知県 15 国体入賞者表彰式 ﾊﾟｼﾌｨｯｸH 9～10 九州ブロッククラブネットワークアクション 宮崎県

23～24 第71回県民体育大会 中部地区 26 スポ少第3回常任委・指導協運営委 体協会館

4～6 都道府県体協職員研修会 鹿児島県 ７～８ 九ブロ冬季ｱｲｽﾎｯｹｰ 福岡県 上旬 全国スポーツ指導者連絡会議 東京都

5 県体協表彰審査部会 体協会館 28～29 第71回県民体育大会ｽｷｰ 長野県 上旬 公認スポーツ指導者全国研修会 東京都

中旬 第3回競技力向上対策委員会 体協会館 7～8 テニス交流大会 沖縄市

14・15 スポ少ジュニア・リーダースクール うるま市

中旬 育成委員会・指導協理事会 体協会館

14 第3回理事会 体協会館 20 第75回国体冬季大会結団式 体協会館 11～12 アシスタントマネジャー養成講習会 体協会館

17 県体協表彰式・新春のつどい ﾊﾟｼﾌｨｯｸH 29～2/2 第７5回国体冬季ｽｹｰﾄ･ｱｲｽﾎｯｹｰ 青森県 下旬 育成委員会・指導協理事会 体協会館

30～31 日本スポ少九ブロ会議 熊本県

1 スポ少バドミントン交流大会 西崎

16～19 第75回国体冬季スキー 富山県 13 スポ少委員総会・第4回指導者協議会総会 体協会館

初～中旬 県スポーツ指導者研修会・総会 未定

下旬 競技団体ヒアリング 体協会館 下旬 SC全国ネットワーク総会 東京都

10 第4回理事会 体協会館 上旬 第2回日本スポ少委員総会 東京都

24 臨時評議員会 体協会館 上旬 スポ少指導者研修会 体協会館

中旬 企画提案選定委員会 体協会館

中旬 オリパラ選手輩出戦略検討委員会 体協会館

中旬 第2回スポーツ医・科学委員会 体協会館

下旬 第4回競技力向上対策委員会 体協会館

未定 都道府県体協連合会総会 東京都

未定 日スポ協臨時評議員会 東京都

　※１ スポ少：スポーツ少年団　 ※２ 九ブロ：九州ブロック 　※３ スポレク祭：スポーツ・レクリエーション祭 　※４ 二重線：事務手続
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