
月 日 事　　　業　　　名 場　　　所 月 日 事　　　業　　　名 場　　　所

4 14 県民総体実行委員会・選手強化本部会議 茨城県市町村会館 8 15 国体関ブロ大会（空手道） 埼玉県深谷市

16 県スポーツ少年団指導者協議会代表者会議 県武道館 15～17 国体関ブロ大会（サッカー）
埼玉県熊谷市・さいたま
市

22 選手強化事務担当者説明会 茨城県市町村会館 16 国体関ブロ大会（柔道） 埼玉県上尾市

23 県スポーツ少年団委員総会 県武道館 17・18 国体関ブロ大会（卓球） 埼玉県春日部市

25
県スポーツ少年団上級指導者委員会，
リーダー会総会

県武道館
21

21～23
国体関ブロ大会（総合開会式）
国体関ブロ大会（中心会期）　１８競技

埼玉県さいたま市
埼玉県・山梨県

5 12
県スポーツ少年団第１回常任委員会，
第１回運営委員会

県武道館 22～24 国体関ブロ大会（ソフトボール）
埼玉県坂戸市・東松山
市・鶴ヶ島市・毛呂山町

13 第１回理事会 県武道館 23 県スポーツ少年団少林寺拳法大会 県武道館

下旬 第１回競技力向上委員会
水戸生涯学習センター分
館

29～30 日本スポーツマスターズ2015（水泳） 石川県金沢市

24 県スポーツ少年団リーダー研修会 水戸市少年自然の家 9 3 第２回メディカルチェック委員会
水戸生涯学習センター分
館

28 定時評議員会 県武道館 3 第70回国民体育大会結団式 県庁講堂

31
国体関ブロ大会（カヌー  スラローム・
ワイルドウォーター）

埼玉県長瀞町 県スポーツ少年団指導者研修会 未定

6 11 第２回理事会 ホテルレイクビュー水戸 6 県スポーツ少年団バドミントン大会 青柳運動公園体育館

13・14
20・21

関ブロスポ少軟式野球県大会 水戸市民球場　他 6～13
第70回国民体育大会会期前実施競技
（水泳・体操・セーリング）

和歌山県，大阪府

14 関ブロスポ少バドミントン県大会 青柳運動公園体育館 16～22 日本スポーツマスターズ2015 石川県

27・28
県スポーツ少年団第１回ジュニア・リー
ダースクール

県立中央青年の家 22～26
第70回国民体育大会（バスケットボー
ル）

和歌山県

27・28 関ブロスポ少ミニバスケットボール県大会 笠松運動公園体育館他 26～10/6 第70回国民体育大会 和歌山県　他

27・28 関ブロスポ少バレーボール県大会 鉾田市　他 10 26～30 競技別ヒアリング
水戸生涯学習センター分
館

28 県スポーツ少年団空手道大会兼関ブロ県大会 県武道館 31～11/1 関ブロスポ少リーダー研究大会 県立中央青年の家

7 2 第１回メディカルチェック委員会 筑波大学 11 5 第２回アンチ・ドーピング委員会 筑波大学

9 第１回アンチ・ドーピング委員会 筑波大学 上旬 国体解団式 県庁講堂

12 国体関ブロ大会（カヌー　スプリント） 埼玉県幸手市 15 県スポーツ少年団指導者研修会（県西） 筑西市

16・17 国体関ブロ大会（ゴルフ） 埼玉県嵐山町 21 体協ゴルフ 未定

18・19
国体関ブロ大会（ボウリング，新体操，
ボート）

埼玉県狭山市，熊谷市，
戸田市

25 茨城県民駅伝競走大会監督会議 笠松運動公園

18・19
県スポーツ少年団卓球大会
県スポーツ少年団ソフトボール大会

県武道館
那珂湊運動公園

県スポーツ少年団第２回ジュニア・リー
ダースクール

未定

18・19
25・26

県スポーツ少年団軟式野球大会 常陸大宮市民球場　他 28～29 県スポーツ少年団サッカー大会 笠松運動公園　他

19 国体関ブロ大会（なぎなた） 埼玉県さいたま市 12 初旬 県スポーツ少年団駅伝競走大会 未定

19・20 国体関ブロ大会（体操） 埼玉県熊谷市 12 茨城県民駅伝競走大会 未定

20 国体関ブロ大会（シンクロ） 埼玉県川口市 12・13
県スポーツ少年団バレーボール大会
（兼全国県大会）

青柳運動公園体育館

22 国体関ブロ大会（クレー射撃） 栃木県栃木市 13 全国スポーツ少年団剣道交流大会県大会 ひたちなか市総合体育館

24～26 関ブロスポ少競技別交流大会 東京都 未定
第71回国体冬季大会全国予選会
（フィギュア）

未定

24～26 茨城県スポーツ少年団大会（野外活動） 県立中央青年の家
19・20
26・27

第71回国体関ブロ大会（アイスホッケー）成年
第71回国体関ブロ大会（アイスホッケー）少年

埼玉県上尾市

25・26 国体関ブロ大会（山岳） 埼玉県加須市 1 17 県体育協会長褒状授与式 ホテルレイクビュー水戸

26 県スポーツ少年団柔道大会 県武道館 県スポーツ少年団女性指導者フォーラム 未定

28～8/20 全国高校総体
和歌山県，滋賀県，京都府，
大阪府，兵庫県，奈良県

27～31
第71回国民体育大会冬季大会
（スケート・アイスホッケー）

岩手県二戸市，盛岡市，
花巻市

8 1・2 国体関ブロ大会（水球） 埼玉県さいたま市 2 14 県スポーツ指導者研修会（鹿行） 潮来市立中央公民館

1・2 国体関ブロ大会（テニス） 埼玉県さいたま市 20～23 第71回国民体育大会冬季大会（スキー） 岩手県八幡平市

2 県スポーツ少年団ソフトテニス大会 県武道館 下旬 第２回競技力向上委員会
水戸生涯学習センター分
館

2～5 スポーツ少年団全国スポーツ大会 大阪府 3 3 スポーツ医・科学委員会 ホテルレイクビュー水戸

6・7
8・9

県スポーツ少年団ミニバスケットボール大会
青柳運動公園，内原ヘル
スパーク

上旬 第２回選手強化本部会議 県立青少年会館

8 県スポーツ少年団レスリング，剣道大会 東町運動公園 他 15
県スポーツ少年団第２回常任委員会
スポ少指導者協議会運営委員会

県武道館

9
県スポーツ少年団水泳，ソフトテニス大
会

水戸市総合運動公園　他 中旬 第３回理事会 県武道館

15 国体関ブロ大会（空手道） 埼玉県深谷市 下旬 臨時評議員会 県武道館

平成２７年度の主な事業予定


