
 

 公益財団法人千葉県スポーツ協会 令和５年度事業計画 

 

Ⅰ 事業方針 
公益財団法人千葉県スポーツ協会は、本県のスポーツ団体を総括する団体として、スポーツ精神の高揚と県民スポーツの振

興を図るため、県民の体力向上とスポーツ活動に関する事業を行うこととする。 

特に、県民スポーツ振興の実質的な担い手である加盟競技団体や市町村(地域)体育・スポーツ協会及び関係機関・団体との

連携強化を図り、各種事業を積極的かつ効果的に推進する。 

 

 

Ⅱ 事業内容 
 １ 公益目的事業 

(１) 競技会事業 （公１） 

  定款第4条第1項第1号のスポーツ大会の実施に係る事業は次の計画により行う。 

① 県民体育大会事業 

広く県民の間にスポーツを普及し、県民の健康増進と体力の向上を図り、併せて県内地域スポーツの振興と地域文化

の発展に寄与するとともに、県民生活を明るく豊かにするために、市町村(郡市)対抗として、40 競技(正式競技 39 競

技・公開競技1競技)において開催する。 

なお、各競技会場(10会場程度)において、スポーツイベント事業を実施する。 

 

NO 事業名 期日 会場 説明 

1  
令和5年度千葉県民体育大会 

第73回(夏季・秋季)・第74回(冬季) 

4/1～ 

R6.3 
国体開催地を中心に16市1郡で開催 

33郡市から約10,000人

が参加予定 

 

② 県民体育大会二部事業（国民体育大会千葉県大会） 

国民体育大会千葉県予選会を兼ね、広く県民の間にスポーツを普及し、スポーツ精神を高揚して県民の健康増進と体

力の向上を図り、併せてスポーツの振興と文化の発展に寄与するとともに、県民生活を明るく豊かにしようとするため

に正式競技の40競技で開催する。 

 

NO 事業名 期日 会場 説明 

1 

令和5年度千葉県民体育大会第二部 

(特別国民体育大会千葉県大会及び 

第78回国民スポーツ大会千葉県大会) 

4/1～ 

R6.3/31 
千葉市を中心とした各会場 

国民体育大会予選会を

含む約7,000名 

2 
令和5年度千葉県民体育大会第二部冬季 

大会(第78回国民スポーツ大会千葉県大会) 
9/30～R6.1 

アクアリンクちば 

日光霧降スケートセンター 

アイスホッケー, 

フィギュア,スピード, 

ショートトラック 

鹿沢スノーエリア アルペン 

木島平クロスカントリー競技場 ノルディック 

名寄ピヤシリジャンプ競技場 ジャンプ 

 

(２） 生涯スポーツ振興事業 （公２） 

定款第4条第1項第1号の講習会等の実施及び第2・3・4・5・7号に係る事業は、次の計画により行う。 

 

①  スポーツ指導者養成事業 

ア コーチ1・コーチ2等養成講習会(競技別指導者養成) 

地域のスポーツクラブやスポーツ教室などにおいて、参加者の年齢や性別などの対象に合わせた競技別の技術指

導等や、クラブ内の事業計画の立案など指導者の中心的な役割を担う者を養成する。 

なお、本年も暴力をはじめとした反倫理的行為の根絶を中心とした研修内容を加えて実施する。 

      また、県と連携し、アシスタントマネジャーや共通科目の促進を図る。 



 

イ 千葉県スポーツ指導者研修会 

(公財)日本スポーツ協会公認スポーツ指導者の資格更新だけでなく、県内スポーツ指導者を対象に最新の知識・

情報を提供し、スポーツに対するニーズを敏感に捉えて指導場面で活用できるように、併せて、情報交換やネット

ワークづくりを通じて相互の連携意識を深め、スポーツ指導者の資質向上と活動の促進を図るために実施する。 

 なお、暴力をはじめとした反倫理的行為の根絶を中心とした研修内容または女性アスリートが抱える疾病等への 

対応についての研修内容を加えて実施する。 

 

ウ チームちば スポーツフォーラム 

マルチコンディショニングサポート事業についての活動報告、事例研修、実技研修及び競技団体との情報交換を

行うことによって、県内の医科学サポートスタッフ相互連携の充実と資質向上を図るとともに、競技団体と医科学

サポートスタッフとの連携の充実を図ることを目的として実施する。 

 

 エ ドーピング防止講習会 

国体選手を中心としたドーピング防止教育・啓発活動を実施することにより、国体におけるアンチドーピングの

認識を高めるとともに、健全なスポーツ活動を推進することを目的として実施する。 

 

   オ その他の指導者養成事業 

      県内スポーツ指導者及びスポーツ団体関係者を対象に、ガバナンスやコンプライアンスの向上などスポーツ・イ

ンテグリティの確保や、知識・技術等の向上ならびに指導者間のネットワークづくりなど、スポーツ指導者の資質

向上と活動の促進を図るために研修会等を実施する。 

 

NO  事業名 期日 会場 説明 

1 
日本スポーツ協会 

公認コーチ1・コーチ2養成講習会 
9～12 未定 

コーチ1(バレーボール・バドミントン・

スポーツクライミング・フェンシング) 
 

2 令和5年度千葉県スポーツ指導者研修会 
11/11 

～R6.2 
スポーツ科学センター他 公認スポーツ指導者他 約400名 

3 チームちば スポーツフォーラム 12/3 スポーツ科学センター 主管）スポーツ医事・科学研究委員会 

4 ドーピング防止講習会 7/16 スポーツ科学センター  

5 その他の指導者養成事業 未定 未定 1～3回開催予定 

 

②  スポーツ顕彰事業 

表彰規程等に基づき、本県のスポーツの振興のため功績の顕著な個人又は団体を表彰する。 

ア 優秀選手・奨励賞選手表彰 

 全国的規模の大会において優勝した場合や、国際大会の日本代表選手となった場合等において表彰する(奨励賞は、

小学生を対象とする)。 

 

イ 公認スポーツ指導者表彰 

 日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格保有者のうち、10 年以上本県のスポーツの指導育成及び組織化等に尽

力し、顕著な功績が認められた者を表彰する。 

 

ウ スポーツ協会功労者表彰 

 加盟団体にあって、20 年以上当該団体の運営又はスポーツの指導に貢献した者のうち、特に顕著な功績が認めら

れた者を表彰する。(功労章) 

 加盟団体長を辞任したものを表彰する。(感謝状) 

 

NO  事業名 期日 会場 説明 

1 優秀選手・奨励選手表彰式 10/27 スポーツ科学センター 県民体育大会開会式と同時開催 

2 県スポーツ協会 公認スポーツ指導者表彰 11/11 スポーツ科学センター スポーツ指導者研修会と同時開催 

3 (公財)千葉県スポーツ協会功労者表彰式 10/27 スポーツ科学センター 県民体育大会開会式と同時開催 



 

③  普及活動・広報事業 

ア 体協懇親ゴルフ大会(体協ゴルフの集い) 

                 生涯スポーツの推進と心身の健康の保持・増進を図るために2回開催する。 

 

イ 広報誌の発刊及びホームページの充実 

広報誌として会報、また要覧(名簿集・規程集)を発刊する。 

会報は毎年の事業記録・事業報告を兼ねて活動状況を広く広報するために発刊し、要覧は加盟団体や組織概要及

び諸規程を公開するために発刊する。 

併せて、ホームページを通じ本協会の組織や事業を紹介し、スポーツ活動への理解や協力を求めるとともに、開

催事業の要項などの情報を発信する。 

 

 ウ 総合型地域スポーツクラブ育成推進事業 

生涯スポーツ社会の実現を図るため、スポーツ振興くじ助成を受けてクラブアドバイザー等を配置し、地域住 

民の身近なスポーツ活動の場として期待される総合型地域スポーツクラブの設立に向けた事業を支援する。 

併せて、クラブの継続的・安定的運営に向けた支援を行う。 

また、県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会を設置し、登録・認証制度の運用を通じてクラブの質的充実 

を図るとともに、広域スポーツセンターとの連携・協力のもと、交流大会（スポネットちば）や情報交換会・ 

研修会等を実施し、クラブの認知度向上やネットワークの強化及び指導者の資質向上を図る。 

 

NO 事業名 期日 説明 

1 体協懇親ゴルフ大会 未定 2回開催 

2 会報No．69発刊 R6.1 加盟団体等関係各方面に配布・活用 

3 要覧(規程集・名簿集)発刊 未定 加盟団体等関係各方面に配布・活用 

4 ホームページによる広報 随時  

5 日本スポーツ協会が発刊する各種資料の購入・配布 随時 加盟団体等関係各方面に配布・活用 

6 県スポーツ協会が発刊する各種資料の配布 随時 加盟団体等関係各方面に配布・活用 

7 総合型地域スポーツクラブ育成推進事業 随時 

クラブアドバイザー等配置 

(総合型クラブ創設支援、総合型クラブ指導・助言訪問) 

総合型クラブ登録・認証制度の運用・交流大会・情報交換

会・研修会 

 

④  スポーツ国際交流事業（日韓・日中・日露スポーツ交流） 

スポーツを通じて両国(日韓・日中・日露)の親善と友好をより一層深めるとともに、地域レベルにおけるスポーツ交

流を実施することにより、相互理解を深め、友好親善と各地域スポーツ振興を図ることを目的に実施する。 
 

⑤  競技力向上事業 

   ア マルチコンディショニングサポート事業 

日常的強化活動をスポーツ医・科学的側面からサポートし、選手・指導者の健康管理能力や競技力の向上を図るこ

とを目的として県競技力向上本部委託事業として実施する。 

(具体的事業内容) 

・国体候補選手やジュニア選手等を対象とし、選手の身体能力等のデータを分析・蓄積し、選手強化に活かす 

基礎能力測定・栄養相談・傷害相談等のスポーツ選手医・科学相談 

・強化事業を対象に、傷害予防、初期治療及び早期回復を通じて競技力の向上に資することを目的に医・科学サポー

トスタッフを派遣する、医・科学サポートスタッフ派遣事業 

・国体候補選手を対象に、健康に留意し安全な活動を確保するため、健康調査票や健康診断票による問診等を実施す

る、国体選手メディカルチェック事業 

  ・国体候補選手や指導者等を対象に、スポーツファーマシスト等を活用したアンチドーピング研修・講習会を 

実施し、クリーンでフェアなスポーツの推進と、スポーツ・インテグリティの保護・強化を図る、ドーピン 

グ防止啓発活動事業 

・女性アスリートの強化と支援を充実させるため、コンディショニング等に関する研修・講習・相談会等の実施、育

児と競技力向上の両立を目指すための環境づくりを整備していく、女性アスリート強化・支援事業 



 

イ 国体選手選考・派遣事業 

国民体育大会実施要項に基づいて優秀な選手団を選考し、千葉県のスポーツの振興に寄与することを目的に実施

する。当該競技団体から推薦された選手団(国体候補選手及び監督・コーチ・トレーナー等)について本協会競技力

向上委員会で審査する。併せて、選手のコンディショニングや傷害防止のために帯同ドクター・トレーナーを派遣

する。 

  国体へ派遣する選手団について、競技力向上対策に係る指導・助言を行うとともに、各競技における競技力向上

事業の視察及び状況調査等を行う。 

 

   ウ 競技用具等整備事業 

      競技力向上を図ることを目的として、強化事業及び国体選手選考に必要な競技用具等の整備を県競技力向上 

推進本部委託事業として実施する。 

     (具体的事業内容) 

     ・国民体育大会正式競技を対象とする。 

     ・県競技力向上推進本部と連携し、特に競技用具等の整備が必要な競技の調査の結果に基づき整備を行う。 

 

NO 事業名 期日 会場 説明 

1 
特別国民体育大会関東ブロック大会 

千葉県選手団本部役員派遣事業 
6/3～8/28 埼玉県各地 

地区予選を中心とする競技 

役員･監督･選手 1,000名 

2 特別国民体育大会本大会選手派遣事業 
9/16～24 

10/7～17 

鹿児島県各

地 
役員･監督･選手 800名 

3 
第78回国民スポーツ大会関東ブロック大会 

アイスホッケー競技会(第78回国スポ冬季大会予選) 

12/8～10, 

15～17 
埼玉県 監督･選手 40名 

4 第78回国民スポーツ大会フィギュア競技予選会 未定  監督･選手 10名 

5 第78回国民スポーツ大会冬季大会選手派遣事業 
 

R6.1/27～2/3 

 

R6.2/21～24 

北海道 

 

山形県 

スケート・アイスホッケー 

役員・監督･選手 60名 

スキー 役員･監督･選手  40名 

6 競技用具等整備事業 随時  

県競技力向上推進本部の競技用具等

整備事業年次計画に基づき、対象団体

に整備事業を実施 

7 スポーツ選手医・科学相談事業 随時 

スポーツ科

学センター

他 

400名 

8  国体選手選考等事業 随時    

 

   エ 国民体育大会参加者傷害補償制度加入 

(公財)日本スポーツ協会と連携して、国体参加者の損害事故等に備えるとともに、社会的責任体制を整えるため、

国民体育大会参加者損害補償制度に全員加入する。 

  併せて、加入に係る審査を行う。 

 

⑥  共同主催及び後援事業 

本協会以外の関係機関・団体が行うスポーツ関係事業に対し「行事の共催及び後援に関する規程」に定めた要件を満

たした場合、事業の共催及び後援を行い、スポーツ精神の高揚と県民スポーツの振興に寄与する。 

 (詳細は共催・後援事業別表を参照) 

 

⑦  安全指導推進事業 

県民のスポーツ活動の普及奨励及び安全指導の充実による安全意識の向上と安全環境の整備を目的として、各事業に 

おいて幅広くスポーツ活動の普及奨励及び安全に関する指導・啓発・広報・保険加入の促進等を(公財)スポーツ安全協 

会委託事業として実施する。 

 



 

(３) 青少年スポーツ育成事業 （公３） 

定款第4条第1項第6号に係る事業は、次の計画により行う。 

スポーツ少年団の普及と育成指導に努め、その活動の活性化を図り、青少年にスポーツを振興し心身の健全な発達に

資するための事業を推進する。 

なお、本年も暴力をはじめとした反倫理的行為の根絶を中心とした研修内容を加えて実施する。 

 

①  青少年スポーツ交流大会事業 

ア 県種目別交流大会 

青少年の健全育成の一環として、競技を通じてスポーツの喜びを体験し、スポーツを愛し、スポーツを楽しみな

がら団員相互の調和と親睦を深めること、併せて競技の普及に努めることを目的として実施する。 

実施種目(競技)は、12種目(競技)であり、市町村の代表選手(チーム)により行う。大会結果により、「関東交流

大会」や「全国交流大会」へ代表選手(チーム)を派遣する場合がある。 

 

 イ リーダー養成・交歓交流事業 

    県スポーツ少年団が独自に開催する「ジュニア・リーダースクール」は、地域における少年団活動の活発化を図る 

とともに、単位団及び地域の将来における後継者の養成を目指している。団体生活やスポーツ活動を通してリーダー 

としての資質向上と友情と親睦を図るため開催する。 

    この他は、日本スポーツ少年団が主催する「全国スポーツ少年大会」や「関東ブロックスポーツ少年大会」「日本 

スポーツ少年団シニア・リーダースクール」「関東ブロックスポーツ少年団リーダー研究大会」「全国スポーツ少年 

団リーダー連絡会」などに参加者を派遣する。 

 

 ウ 日独スポーツ少年団同時交流事業 

    2022年に調印した「日独スポーツ少年団国際交流協定書」に基づき、両国が同期間、同人数(125名)を交互に交換 

(派遣・受入)する同時交流形式で実施されている。 

    令和5年度については、新型コロナウイルスの影響を考慮し、人数及び期間を減らしての実施が計画されている。 

    国際交流によってもたらされる価値の経験、そしてスポーツに対する共通理解を深めることによって、言語や文化 

を超えた両国の青少年の発展に寄与することを目的に実施する。 

 

NO 事業名 期日 会場 説明 

1 千葉県スポーツ少年団競技別交流大会 5/14～R6.2 
県総合スポーツセンター

他 

軟式野球,ミニバスケットボール,バ

レーボール,サッカー,ソフトボール,

武道,剣道,卓球,バドミントン,柔道,

空手道,ハンドボール 

2 
第42回関東ブロックスポーツ少年団競技別 

交流大会 

7/16～17, 

29～30  
東京都 

軟式野球,バレーボール,ミニバスケ

ットボール,バドミントン,空手道 

3 全国スポーツ少年団競技別交流大会 

8/3～6 

R6.3/29～31 

R6.3/28～31 

千葉県 

群馬県 

宮城県 

軟式野球(第45回) 

剣道(第46回) 

バレーボール(第21回) 

4 千葉県ジュニア・リーダースクール 10/7～9 
千葉県立鴨川青少年自然

の家 
小学5年生～中学生 

5 第54回関東ブロックスポーツ少年大会 9/16～18 栃木県  

6 第61回全国スポーツ少年大会 8/4～7 兵庫県 指導者1名 団員3名 

7 シニア・リーダースクール 8/9～12 静岡県  

8 
関東ブロックスポーツ少年団リーダー 

研究大会 
10/21～22 茨城県  

9 全国スポーツ少年団リーダー連絡会 10～11 オンライン開催 育成担当指導者2名 リーダー2名 

10 リーダーズクラブ定例会・研修会(交歓会) 
4/1～

R6.3/31 

県総合スポーツセンター

他 

定例会(月1回) 

研修会(交歓会)未定 

11 千葉県スポーツ少年団交流会 12/23 県総合スポーツセンター  



 

12 第50回日独スポーツ少年団同時交流事業 

(派遣) 

7/28～8/13 

(受入) 

7/26～8/11 

ドイツ各地 

 

日本各地 

  

事前研修(未定) 指導者・団員 

 

千葉県(7/28～8/1)  

 

②  青少年スポーツ指導者育成事業 

ア 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 

  本県スポーツ少年団認定育成員のうち、スタートコーチ(スポーツ少年団)インストラクターへの移行を希望する者 

は、本研修会を受講する。 

 

  イ スタートコーチ(スポーツ少年団)インストラクター養成講習会 

      スタートコーチ(スポーツ少年団)インストラクターになることを希望する者は、本養成講習会を受講する。 

 

ウ スタートコーチ(スポーツ少年団)養成講習会 

 日本スポーツ少年団指導制度に基づき、地域・市区町村においてスポーツ少年団の育成・指導にあたるスタートコ 

ーチ(スポーツ少年団)養成講習会を実施する。 

 

エ 母集団研修会 

  県内の各市町村単位において、育成母集団の少年スポーツやスポーツ少年団活動への意識と理解を高めることを目 

的として実施する。 

 

    オ 千葉県スポーツ少年団指導者研修会 

      千葉県スポーツ少年団に登録している指導者に対し、定期的な研修会を受講することで、スポーツに関する最新の

知識・情報を獲得することと、指導者間の情報交換やネットワークづくりを目的とする研修会を開催する。 

 

カ その他の指導者育成事業 

  ジュニアスポーツの指導に直接従事している登録指導者を対象として、ジュニアスポーツフォーラムに希望者を派 

遣する。 

  また、登録指導者の相互の連携と資質・指導力の向上を図るため、関東ブロックスポーツ少年団指導者研究協議会 

へ指導者を派遣する。 

 

NO 事業名 期日 会場 説明 

1 
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 
10～11 未定 全国7会場 

2 
スタートコーチ(スポーツ少年団) 

インストラクター養成講習会 
10～11 東京都  

3 スタートコーチ(スポーツ少年団)養成講習会 

11/18,12/9, 

R6.1/28 

未定 

県総合スポーツセンタ

ー 

未定 

3コース（県本部） 

 

その他市町村実施 

4 母集団研修会 4～R6.2 千葉県各地 4コース 

5 千葉県スポーツ少年団指導者研修会 11/5 
県総合スポーツセンタ

ー 
 

6 関東ブロックスポーツ少年団指導者研究協議会 11/4～5 埼玉県  

7 その他の指導者育成事業 5～R6.2 東京都他 

全国スポーツ少年団指導者協議会,第5

回ジュニアスポーツフォーラム,ACP講

師講習会,ACP講師講習会受講修了者ブ

ラッシュアップセミナー 

 

 



 

③ ジュニアスポーツ指導者表彰事業 

 ア 千葉県スポーツ少年団顕彰 

   永年にわたりスポーツ少年団の発展に貢献し、特に顕著な功績のあった市町村スポーツ少年団、スポーツ少年団登 

録指導者及び役員を退任した指導者等を表彰する。 

 

 イ 日本スポーツ少年団顕彰 

   永年にわたりスポーツ少年団の発展に貢献し、特に顕著な功績のあった市町村スポーツ少年団、スポーツ少年団登 

録指導者及び役員を退任した指導者等を表彰することとしており、市町村から推薦があった指導者を選考の上、推薦 

する。 

 

④ 普及・広報事業 

 ア 地域交流活動事業 

     日本スポーツ少年団登録指導者及び登録団員、母集団を参加対象とし、スポーツ・レクリエーション活動を通じス 

ポーツ少年団活動の活性化と地域交流の促進を図ることを目的に地域交流大会を実施する。 

また、千葉県内の各市町村スポーツ少年団の組織の充実とスポーツ少年団活動の活性化に向けて、地区会議を実施 

する。県内を11地区に分け、各地区内の1市町村において開催する。 

 

イ 運動適性テストⅡ 

地域におけるスポーツ少年団の活性化と、団員一人ひとりの運動能力の特性や体力の現状を把握し、今後の活動内 

容の充実を図ることを目的に、全団員共通した活動として運動適性テストⅡを実施する。 

 

   ウ 機関誌の発刊 

     機関誌「スポーツ少年ちば」は、千葉県スポーツ少年団の活動状況、登録状況及び組織について記載し、スポーツ 

少年団活動の広報・普及を図るために発刊している。 

 

NO 事業名 期日 会場 説明 

1 地域交流活動事業 4～R6.2 千葉県各地 地域交流大会,地区会議 

2 運動適性テストⅡ実施事業 4～R6.2 千葉県各地 市町村・単位団で実施 

3 機関誌の発刊 R6.3  「スポーツ少年ちば」 

 

２ 収益事業 

（１）販売事業（スポーツに関する商品の販売事業） （収１） 

 定款第5条第1項第1号に係る事業は次の計画により行う。 

 

 □ 体協ポロシャツ 

   自主財源を確保するため「体協ポロシャツ」を販売する。 

   加盟団体や関係機関・団体をはじめ、本協会事業に参加する方に広く紹介し、ホームページでも協力を募る。 

ポロシャツは、国民体育大会千葉県選手団サブユニフォームとしても活用する。 

 

□ 体協ネクタイ・スカーフ 

平成29年度に千葉県体育協会創立70周年を記念し、作成した「体協ネクタイ・スカーフ」を引き続き販売する。 

加盟団体や関係機関・団体をはじめ、本協会事業に参加する方に広く紹介し、ホームページでも協力を募る。 

 

（２）施設管理事業（千葉県総合スポーツセンター施設管理事業） （収２） 

定款第4条第1項第8号に係る事業は次の計画により行う。 

 

 

 

 



 

□ 千葉県総合スポーツセンター指定管理者 

千葉県から一般財団法人千葉県まちづくり公社とのグループとして、指定管理者の指定を受け、新公共経営（成果の効

率的な実現）の考えや公民協働（民間との協働）の理念の下、「千葉県総合スポーツセンター」の公平な利用の確保と施

設設備の適正な維持管理はもとより、トレーニング・測定事業による県民の体力向上と健康増進、「スポーツの日」・「県

民の日」の開放事業の他、多彩な自主事業の実施によりスポーツ振興を図る。 

 

３ その他の事業 

・スポーツ団体ガバナンスコードに適合する組織運営 

   スポーツ庁が定める「スポーツ団体ガバナンスコード」の整備を行い、健全な組織運営を進めるとともに、その取り組

み状況を適切に公開する。また必要に応じて組織・事業や規程等の見直し・改訂を行うとともに、役員ならびに加盟団体

等においても研修を重ね、組織運営における適切なガバナンスの確保を図る。 

 
 
Ⅲ 組織運営及び財政の確立 

  各種事業推進にあたっては、加盟団体をはじめ各関係機関・団体の協力と必要に応じて相互協力を行うこととしている。 

また、公益財団法人への移行を機に、事業の推進はもとより、組織運営についても公益性を明確にして進めることとして

いる。 

  これら事業の一層の充実とその発展のためには、安定した財政基盤の確立が必要であることから、このため諸事業の見直

し、経費の節減等有効な事業執行はもとより民間企業等の協力を得て自主財源確保のためスポーツ振興事業賛助金等の獲得

拡充に努め、財政基盤の確立に向け努力する。 



NO 事業名
主催・
後援等

期日 会場

1 令和5年度第77回千葉県中学校総合体育大会 共催 7/22～8/2
県総合スポーツセン
ター他

2

第69回全日本中学校通信陸上競技大会千葉県大会
兼第51回関東中学校陸上競技大会予選会
兼第50回全日本中学校陸上競技選手権大会指定大会
兼第78回国体千葉県大会陸上競技会少年の部選考会

共催 7/1,2
県総合スポーツセン
ター陸上競技場・第2
陸上競技場

3
令和5年度千葉県中学校水泳競技大会
兼第63回全国中学校水泳競技大会予選会
兼第47回関東中学校水泳競技大会予選会

共催 7/15,16 県国際総合水泳場

4 令和5年度千葉県中学生新人体育大会 共催 9/17～12/3
県総合スポーツセン
ター他

10000名

5 第74回男子・第37回女子千葉県中学校駅伝大会 共催 11/4
柏の葉運動公園内コー
ス

6 令和5年度第76回千葉県高等学校総合体育大会 共催 4月下旬～R6.1月上旬
県総合スポーツセン
ター他

NO 事業名 期日 会場 新規

1
第57回千葉県陸上競技記録会
特別国体陸上競技会第一次選考会

4/8,9,15,16 県総合スポーツセンター

2
第43回千葉県高校陸上競技記録会
特別国体陸上競技会少年の部第三次選考会

6/3,4,10,11 県総合スポーツセンター

3
第76回千葉県陸上競技選手権大会
第96回関東陸上競技選手権大会千葉県予選会
特別国体陸上競技回第四次選考会

6/24,25 県総合スポーツセンター

4 2023年度日本マスターズ短水路水泳大会 4/15,16 県国際総合水泳場

5 2023年度第1回千葉県ジュニア水泳競技大会 5/7 県国際総合水泳場

6 第27回千葉県春季水泳競技大会 5/27,28 県国際総合水泳場

7 第53回千葉県高等学校選手権水泳競技大会(短水路) 6/3 県国際総合水泳場

8 第53回千葉県高等学校選手権大会水球リーグ戦 5/27,28,6/3,4,10 県国際総合水泳場他

9 2023年度第5回千葉県女子水球競技大会 6/11 秀明大学

10 2023年度第2回千葉県ジュニア水泳競技大会 6/11 県国際総合水泳場

11 第27回館山オープンウォータースイミングフェスティバル 7/23 県国際総合水泳場

12 第86回千葉県選手権水泳競技大会 7/8,9 県国際総合水泳場

13 2023年度第3回千葉県ジュニア水泳競技大会 7/30 県国際総合水泳場

14 第53回千葉県高等学校選手権水泳競技大会(長水路) 8/23,24 県国際総合水泳場

15 第24回千葉県学童学年別水泳競技大会 9/30,10/1 県国際総合水泳場

16 第40回千葉県スプリント選手権水泳競技大会 10/7,8 県国際総合水泳場

17 第27回千葉マスターズ選手権水泳競技大会 10/21,22 県国際総合水泳場

18 第28回千葉県秋季水泳競技大会 10/29 県国際総合水泳場

19
第10回千葉県国際総合水泳場チャレンジカップ水泳競技大会
兼千葉県ジュニアBC級水泳競技大会

11/23 県国際総合水泳場

20 ジャパンマスターズスプリント 11/25,26 県国際総合水泳場

21 千葉県短水路記録会 12/3 県国際総合水泳場

22 2023年度第4回千葉県ジュニア水泳競技大会 12/10 県国際総合水泳場

23 2023年度千葉県新年フェスティバル R6.1/6,7 県国際総合水泳場

24 第14回千葉県オープン水泳競技大会 R6.1/27,28 県国際総合水泳場

25 2023年度第5回千葉県ジュニア水泳競技大会 R6.2/4 県国際総合水泳場

26 第53回千葉県短水路選手権水泳競技大会 R6.2/24,25 県国際総合水泳場

27 2023年度第6回千葉県ジュニア水泳競技大会 R6.3/3 県国際総合水泳場

28 第40回全日本少年(中学)軟式野球大会関東予選会 7/1,2
県総合スポーツセンター野球場・
青葉の森球場

29 第53回関東少年(中学)軟式野球大会関東予選会 8/16～18
県総合スポーツセンター野球場・
柏の葉野球場

30 第56回新松戸山喜千葉県テニス選手権大会(一般大会) 4/1～5/7 白子テニスコート・長生の森庭球場他

31 第56回新松戸山喜千葉県テニス選手権大会(ベテラン大会) 6/10～7/17 フクダ電子ヒルスコート・長生の森庭球場

32 千葉県「テニスの日」 9/10 未定

33 第13回関東一般男子ソフトボール大会 7/8,9 流山市営グラウンド

34 第40回関東小学生ソフトボール男女大会 8/26,27 蘇我スポーツ公園

35 第54回関東大学ソフトボール選手権大会 11/4～6 大谷津野球場他

36 第41回佐倉市長杯中学生レスリング選手権大会 5/3 佐倉市民体育館

37 第39回全国高校生グレコローマンスタイル選手権大会千葉県予選会 5/5 佐倉市民体育館

38 第37回千葉県少年少女レスリング選手権大会 6/18 野田市関宿総合公園体育館

39 関東中学生レスリング選手権大会 8/26 野田市関宿総合公園体育館

40
第50回正田杯関東高等学校選抜レスリング大会
第8回関東高等学校選抜女子レスリング大会
兼全国選抜レスリング大会関東予選

R6.2/2～4 佐倉市民体育館

41 第42回千葉県ジュニア中学生体操競技交歓大会 8/23 千葉市ポートアリーナ

42
第42回千葉県ジュニア小学生体操競技交歓大会
兼第24回全国体操競技小学生大会千葉県予選

8/26 銚子市体育館

説明

28000名

1500名

800名

10000名

800名

主催・後援等

主催)一財)県陸上競技協会

主催)一社)県水泳連盟

主催)一社)県水泳連盟

主催)一社)県水泳連盟

主催)一社)県水泳連盟

主催)一社)県水泳連盟

主催)一社)県水泳連盟

主催)一社)県水泳連盟

主催)一社)県水泳連盟

２．後　援（その１）

１．共　催

主催)一財)県陸上競技協会

主催)一財)県陸上競技協会

主催)県レスリング協会

主催)関東レスリング協会
主管)県レスリング協会

主催)関東レスリング協会,関東高等学校体育連盟

主催)関東ソフトボール協会
主管)県ソフトボール協会

主催)関東ソフトボール協会
主管)県ソフトボール協会

主催)関東ソフトボール協会
主管)県ソフトボール協会

主催)県体操協会

主催)県体操協会

主催)一社)日本マスターズ水泳協会
主管)一社)県水泳連盟

主催)一社)県水泳連盟

共催・後援事業 別表

主催)一社)日本マスターズ水泳協会
主管)一社)県水泳連盟

主催)一社)県水泳連盟

主催)一社)県水泳連盟

主催)一社）県水泳連盟,県高等学校体育連盟

主催)一社)県水泳連盟

主催)一社)県水泳連盟

主催)一社)関東軟式野球連盟連合会
主管）県野球協会

主催)一社)県水泳連盟

主催)一社)県水泳連盟,館山OWS実行委員会

主催)一社)県水泳連盟

主催)一社)県水泳連盟

主催)県テニス協会

主催)県テニス協会

主催)県テニス協会

主催)一社)県水泳連盟

主催)一社)県水泳連盟

主催)一社)県水泳連盟

主催)一社)県水泳連盟

主催)一社)関東軟式野球連盟連合会
主管)県野球協会

主催)県レスリング協会,佐倉市レスリング協会

主催)県レスリング協会



NO 事業名 期日 会場 新規

43
第37回千葉県体操競技早春大会
兼全国ブロック選抜U12体操競技選手権県予選第一次選考会

R6.3/28 千葉市ポートアリーナ

44 第48回千葉県中学生相撲選手権大会 6/3 県立袖ヶ浦高等学校

45 第35回千葉県小学生相撲選手権大会 11/11 重兵衛スポーツフィールド中台相撲場

46 2023稲毛ウイークヨット選手権大会 5/4～6 千葉市稲毛ヨットハーバー

47 第49回千葉県オープンヨット選手権大会 6/17 千葉市稲毛ヨットハーバー

48 第38回千葉県ヨット選手権大会 11/28 千葉市稲毛ヨットハーバー

49 第41回浮谷杯千葉県女子中学校春季ハンドボール大会 4/15,16,22 未定

50 第31回千葉県小学生大会 6/10,11 未定

51 第35回千葉県高校一年生ハンドボール大会 7/23～25 県立土気高等高校・県立若松高等学校

52 第41回千葉県高校ジュニアハンドボール大会 8/21～23 県立小金高等学校・県立柏陵高等学校

53 第29回ジャパンオープントーナメント千葉県予選会 12/3 未定

54 第19回春の全国中学生ハンドボール大会千葉県予選会 R6.1/21,22 未定

55 第35回千葉県中学生１年生ハンドボール大会 R6.1/28,29 未定

56 第13回千葉県小学生新人ハンドボール大会 R6.2/11,12 未定

57 第51回千葉県総合ハンドボール選手権大会 R6.2/11,12,18,19 柏の葉公園体育館・市原臨海体育館他

58 第102回全国高等学校サッカー選手権大会千葉県大会 6/17～11/12 フクダ電子アリーナ

59 県民ハイキング R6.1月予定 房総の山

60
令和5年度スポーツクライミング千葉県ユース選手権大会
兼千葉県高等学校スポーツクライミング新人大会

R6.2月予定 印西市松山下公園総合体育館

61 第53回千葉県馬術大会partⅡ 9/16,17
オリンピッククラブ富里トレーニング
ファーム

62 第15回アクアカップフィギュアスケート競技会 7月予定 アクアリンクちば

63 2024千葉県ジュニアショートトラックスピードスケート競技会 R6.3月予定 アクアリンクちば

64
第29回千葉県小・中学生カヌー大会兼全国少年少女カヌー大会千葉県予選会
兼全国中学生カヌー大会千葉県予選会

5月予定 香取市　黒部川カヌー場

65 第33回千葉県小・中学生新人カヌースプリント選手権大会 8月予定 香取市　黒部川カヌー場

66 千葉県知事杯争奪戦第42回クラブ対抗カヌー競技大会 R6.1月予定 松戸市　江戸川

67 笹川杯第12回関東少年少女空手道選手権大会 11/11,12
流山市民総合体育館・
キッコーマンアリーナ

68 第49回千葉県なぎなた大会 11/3 袖ケ浦市臨海スポーツセンター

4/13 京葉CC

4/19 藤が谷CC

4/20 総武CC　印旛コース

70 第19回千葉県ジュニア選手権 5/5 成田ヒルズCC

71 第47回千葉県アマチュアゴルフ選手権決勝 5/22,23 麻倉GC

72 千葉県男子ミッドシニア＆グランドシニア選手権 6/29 総武CC　印旛コース

73 第1回千葉県アンダーハンディキャップ競技 8/7 袖ヶ浦CC　新袖コース

8/31 袖ヶ浦CC　袖ヶ浦コース

9/5 富里GC

9/7 カナリアヒルズCC

9/20 中山CC

75 第26回千葉県ミッドアマチュアゴルフ選手権決勝 10/16,17 袖ヶ浦CC　

76 第21回千葉県男子シニア選手権 11/6 京葉CC

77 国体ゴルフ振興基金 第16回千葉県アマチュアダブルスゴルフ大会 11/29 成田ヒルズCC

78 国体ゴルフ振興基金 第7回千葉県チームスクランブル競技 未定 未定

79 第60回千葉県ボウリング選手権大会 5/27,28 VEGAアサヒボウリングセンター

80 第22回関東地区高等学校対抗ボウリング競技会 6/10,11 VEGAアサヒボウリングセンター

81 第36回南関東(国体)千葉県予選会 4月予定 市原市文化の森ゲートボール場

82 第33回千葉県ゲートボール選手権大会兼全日本予選会 6月予定 市原市文化の森ゲートボール場

83 ゲートボール振興議員連盟杯第20回親善大会 7月予定 市原市文化の森ゲートボール場

84 千葉興業銀行杯第34回親善ゲートボール大会 10月予定 青葉の森スポーツプラザ陸上競技場

85 第39回全国選抜ゲートボール大会千葉県予選会 11月予定 市原市文化の森ゲートボール場

86 千葉県合気道連盟第54回前期研修大会 7/30 県総合スポーツセンター武道館

87 千葉県合気道連盟第55回後期研修大会 R6.2/25 県総合スポーツセンター武道館

88 2023年少林寺拳法千葉県大会 6/18予定 船橋市総合体育館

89
第14回館山わかしおトライスロン大会
2023JTUトライアスロンエイジグループ・ナショナルチャンピオンシップシリーズ

5/28 館山市沖ノ島周辺海上自衛隊館山航空基地

90 2023木更津トライアスロン大会 6/25 木更津市中里陸上自衛隊木更津駐屯地

91 第22回成田キッズトライアスロン大会 7/22 成田市中台運動公園

92
第16回手賀沼トライアスロン大会
兼柏市民・我孫子市民・パラトライアスロン大会

8/20
柏市箕輪新田手賀沼・
手賀沼自然ふれあい緑道

93 2023千葉シティトライアスロン大会 9/24 千葉市美浜区稲毛海浜公園周辺

94 2023CTUデュアスロンinフレンドリーパーク下総 11/23 成田市高岡下総運動公園

95 春季千葉県グラウンド・ゴルフ大会(第27回朝比奈杯) 5/17,18
県総合スポーツセンターサッカー・
ラグビー場

96 第33回秋季千葉県グラウンド・ゴルフ大会 11/15,16
県総合スポーツセンターサッカー・
ラグビー場

97 2023第26回千葉県ダンススポーツ選手権大会 6/24 重兵衛スポーツフィールド中台体育館

69

主催)一社)県アマチュアゴルフ協会

主催)一社)県アマチュアゴルフ協会

主催)一社)県アマチュアゴルフ協会

主催)一社)県アマチュアゴルフ協会

主催)県ボウリング連盟

主催)関東地区ボウリング連合
主管)県ボウリング連盟

主催)県合気道連盟

主催)県合気道連盟

主催)県ゲートボール連盟

主催)県ゲートボール連盟

主催)県ゲートボール連盟

主催)県ゲートボール連盟

主催)県ダンススポーツ連盟

74

主催)一社)県アマチュアゴルフ協会

主催)一社)県アマチュアゴルフ協会

第26回千葉県ミッドアマチュアゴルフ選手権予選

主催)一社)県アマチュアゴルフ協会

主催)一社)県アマチュアゴルフ協会

主催)一社)県アマチュアゴルフ協会

主催)一社)県アマチュアゴルフ協会

主催)一社)県アマチュアゴルフ協会

主催)手賀沼トライアスロン実行委員会
主管)一社)県トライアスロン連合

主催)千葉シティトライアスロン大会実行委員会
主管)一社)県トライアスロン連合

主催)CTUデュアスロン実行委員会
主管)一社)県トライアスロン連合

主催)館山わかしおトライスロン大会実行委員会
主管)一社)県トライアスロン連合

第47回千葉県アマチュアゴルフ選手権予選 主催)一社)県アマチュアゴルフ協会

主催)一社)県アマチュアゴルフ協会

主催)一社)県アマチュアゴルフ協会

主催)県グラウンド・ゴルフ協会

主催)県グラウンド・ゴルフ協会

主催)県少林寺拳法連盟

主催)県ゲートボール連盟

主催)一社)県アマチュアゴルフ協会

主催)成田キッズトライアスロン大会実行委員会
主管)一社)県トライアスロン連合

主催)県セーリング連盟,千葉市セーリング協会

主催)県体操協会

主催)県相撲連盟

主催)県相撲連盟

２．後　援（その２）

主催・後援等

主催)県ハンドボール協会

主催)県ハンドボール協会

主催)県ハンドボール協会

主催)県ハンドボール協会

主催)県ハンドボール協会

主催)県ハンドボール協会

主催)県ハンドボール協会

主催)県ハンドボール協会

主催)一社)県山岳・スポーツクライミング協会

主催)一社)県山岳・スポーツクライミング協会

主催)県カヌー協会

主催)県カヌー協会

主催)県カヌー協会

主催)県なぎなた連盟

主催)木更津トライアスロン大会実行委員会
主管)一社)県トライアスロン連合

主催)公財)全日本空手道連盟
主管)県空手道連盟

主催)県ハンドボール協会

主催)NPO)県スケート連盟

主催)NPO)県スケート連盟

主催)県高等学校体育連盟ヨット専門部会,県セーリング
連盟,千葉市セーリング協会

主催)県セーリング連盟,千葉市セーリング協会

主催)県馬術協会

主催)公社)県サッカー協会



NO 事業名 期日 会場 新規

98 2023第45回千葉県ダンススポーツ競技大会 10/1 福太郎アリーナ

99
2023第46回千葉県ダンススポーツ競技大会
関東甲信越ブロック選手権シニアⅢ(後期)

11/15 重兵衛スポーツフィールド中台体育館

100 第26回なのはなレディースバウンドテニス親善交流大会 10/15 佐倉市民体育館

101 第19回関東ブロックバウンドテニス選手権大会千葉県予選会 11/5 八街市スポーツプラザ

102 第31回新春千葉バウンドテニス大会 R6.1/14 四街道総合公園体育館

103 第33回千葉県バウンドテニス選手権大会 R6.2/12 東金アリーナ

104 青木半治杯第57回中学校銚子半島一周駅伝大会 R6.1/14 銚子市内

105 第5回中学校女子銚子半島一周駅伝大会 R6.1/14 銚子市内

106 第31回千葉県武術太極拳選手権大会 未定 県総合スポーツセンター武道館

107 第2回千葉県なのはなオープンペタンク大会 10/5 成田市大谷津運動公園

108 第69回千葉県レクリエーション大会 10/22 県総合スポーツセンター他

109 第50回南房総市ロードレース小倉 9/23 南房総市小倉漁港広場

110 第46回長狭街道駅伝競走大会 R6.2/25予定
鋸南町保健福祉センター
～鴨川市陸上競技場

111 第29回公益社団法人日本3B体操協会千葉県支部大会 10月予定 千葉公園体育館

112 第36回関東バトントワ―リングコンテスト 6/24,25 千葉ポートアリーナ

113 令和5年度第58回関東中学校バレーボール大会 8/7～10 バルドラール浦安アリーナ・船橋アリーナ

114 令和5年度第47回関東中学校相撲大会 8/12 重兵衛スポーツフィールド中台相撲場

115 令和5年度第32回関東中学校駅伝大会 12/2,3 柏の葉運動公園内コース

116
令和5年度関東高等学校ソフトテニス大会
第74回関東高等学校ソフトテニス大会
兼第64回関東高等学校ソフトテニス団体選手権大会

6/2～4 白子町サニーコート

117 令和5年度第77回関東高等学校男子バレーボール大会 6/2～4
船橋アリーナ・八千代市市民体育館・
福太郎体育館

118 令和5年度第70回関東高等学校剣道大会 6/2～4 千葉ポートアリーナ

119
令和5年度関東高等学校ライフル射撃競技大会
兼第49回関東高等学校ライフル射撃選手権大会

6/9～11 埼玉県長瀞射撃場

120
令和5年度男子76回・女子32回関東高等学校駅伝競走大会
兼女子北関東・南関東ブロック代表選考会

11/17,18 県総合スポーツセンター東総運動場

121 第16回エアロビックフラワーカップ千葉 9/10 千葉ポートアリーナサブアリーナ

122 第23回全国小学生ソフトテニス大会 R6.3/29 白子町サニーインむかいテニスコート他

主催)県エアロビック連盟

主催)白子町,(公財)日本ソフトテニス連盟

主催)関東中学校体育連盟

主催)鴨川市,鋸南町,鴨川市教育委員会,鋸南町教育委員
会

主催)銚子市陸上競技協会

主催)銚子市スポーツ協会,銚子市陸上競技協会,銚子市,
銚子市教育委員会

主催)関東高等学校体育連盟,県教育委員会

主催)関東高等学校体育連盟,県教育委員会

主催)関東高等学校体育連盟,県教育委員会

主催)関東高等学校体育連盟,県教育委員会

主催)県バウンドテニス協会

主催)県バウンドテニス協会

２．後　援（その３）

主催・後援等

主催)関東中学校体育連盟

主催)NPO)千葉県レクリエーション協会

主催)南房総市スポーツ協会,(一社)南房総市観光協会,
南房総市,南房総市教育委員会

主催)関東中学校体育連盟

主催)日本バトン協会関東支部

主催)県ペタンク・ブール連盟

主催)県武術太極拳連盟

主催)公社)日本3B体操協会千葉県支部

主催)県ダンススポーツ連盟

主催)県ダンススポーツ連盟

主催)県バウンドテニス協会

主催)関東高等学校体育連盟,県教育委員会

主催)県バウンドテニス協会


