平成27年度千葉県スポーツ少年団事業報告
事 業 名
１．諸会議
(1)
委員総会
(2)
常任委員会
(3)
日本ｽﾎﾟｰﾂ少年団委員総会
(4)
関東ﾌﾞﾛｯｸｽﾎﾟｰﾂ少年大会・競技別実行委員会
(5)
都道府県事務担当者会議
(6)
総務専門部会
(7)
事業専門部会
(8)
広報専門部会
(9)
日本ｽﾎﾟｰﾂ少年団関東ﾌﾞﾛｯｸ会議
(10) 事務担当者会議
(11) 種目別専門部長会議・会計照合
(12) 地区会議（仮称）
(13) 本部長・副本部長会議
２．青少年スポーツ交流大会事業
(1)
県種目別交流事業
1） 千葉県ｽﾎﾟｰﾂ少年団競技別交流大会
① 軟式野球（第37回及び第34回関東大会予選）

期日

会

場

備

考

H27.5/9（土）、H28.2/27（土）
H27.5/9（土）、H28.2/27（土）
H27.5/30（土）、H28.3/5（土）
H27.6/2（火）
H27.5/27（水）
H27.5/9（土）、7/20（月）
Ｈ27.7/20（月）

県総合スポーツセンター
県総合スポーツセンター
シダックスホール
渋谷区勤労福祉会館
岸記念体育会館
千葉県総合スポーツセンター
千葉県総合スポーツセンター

市町村代表委員
常任委員

H28.2/5（金）～6（土）
H28.3/4（金）
H28.3/19（土）

東京ガーデンパレス
県総合スポーツセンター
県総合スポーツセンター

関東各都県本部長・指導協委員長・事務担当者
市町村事務担当者

H27.5/9（土）、5/10（日）、5/16（土）、5/17（日）、

ナスパ・スタジアム他

5/23(土）、5/24（日）、6/6（土）、6/13（土）
軟式野球（第13回中学生の部）
H27.10/25（日）、10/31（土）、11/1（日）
② ミニバスケットボール（第35回及び第34回関東大会予選） H27.6/7（日）、6/13（土）、6/14（日）
③ バレーボール(第35回及び第34回関東大会予選） H27.6/28（日）まで（女地区予選，男予選）
H27.7/12（日）（男子決勝）
H27.7/5（日）（女子決勝）
バレーボール（第13回全国大会予選）
H27.12/6（土）まで(女地区予選，男予選）
H27.12/20（日）（男女決勝）
④ サッカー（第34回）
H27.7/25（土）、26日（日）
⑤ ソフトボール（第32回）
H27.8/30（日）
⑥ 武道（第30回）
H27.6/7（日）
⑦ 剣道（第35回及び第38回全国大会予選）
H27.12/13（日）
⑧ 卓球（第35回）
H27.12/23（水）
⑨ バドミントン（第19回及び第34回関東大会予選） H27.6/28（日）
⑩ 柔道（第18回）
H27.12/6（日）
⑪ 空手道（第18回） 個人戦
H27.10/4（日）
団体戦
H28.2/15（日）
⑫ ハンドボール（第4回）
H27.9/26（土）
2） 第34回関東ﾌﾞﾛｯｸｽﾎﾟｰﾂ少年団競技別交流大会
H27.7/24（金）～26（日）

事務担当者

横芝光町ふれあい坂田池球場他
八日市場ドーム、県内各地区小学校体育館
県内小学校体育館
敬愛学園高等学校体育館
四街道市総合公園体育館
県内小学校体育館他
富津市総合社会体育館
成田市中台運動公園陸上競技場・球技場
習志野袖ケ浦運動公園多目的広場
県総合スポーツセンター 武道館
県総合スポーツセンター 武道館
県総合スポーツセンター 体育館
旭市総合体育館
八街市スポーツプラザ体育館
県総合スポーツセンター 武道館
県総合スポーツセンター 武道館
県総合スポーツセンター 体育館
総合開会式：駒沢オリンピック公園総合運動場体育館
軟式野球：多摩市一本杉公園野球場・駒沢公式野球場 軟式野球：鷺沼マリーンズ（習志野市）
バレーボール：千種ジュニアバレーボールクラブ（市原市）
バレーボール：エスフォルタアリーナ八王子
ミニバスケットボール：駒沢体育館・世田谷区総合運動場体育館 ミニバスケットボール（男子）：ジュニアファイブ（成田市）

バドミントン：小平市民総合体育館
空手道：東京武道館
3） 第37回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団軟式野球交流大会
4） 第38回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団剣道交流大会
5） 第13回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流大会
(2)

（女子）：成田スネーキーズ（成田市）
バドミントン男女：千葉県選抜
空手道男女：千葉県選抜

H27.8/1（土）～4（火）
H28.3/26（土）～28（月）
H28.3/27（日）～30（水）（女子）
H28.3/27（日）～29（火）（男子）

鳴門・大塚スポーツパーク野球場（オロナミンＣ球場）
鹿児島アリーナ（鹿児島県）
黒崎ひびしんホール 他 （福岡県）
北九州市立小倉北体育館 他 （福岡県）
関東ﾌﾞﾛｯｸ代表１ﾁｰﾑ（男子）：神奈川県

H27.8/25（火）～27（木）

県立東金青年の家

千葉市20名、市川市4名、成田市12名、匝瑳市6名、

H27.8/21（金）～23（日）

今市青少年スポーツセンター（栃木県）

鎌ケ谷市3名、富里市9名、山武市8名
指導者1名（千葉市）、団員11名（千葉市）

3） 第53回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年大会

H27.8/1（土）～4（火）

開会式・SHIPS活動会場：大崎市田尻総合体育館（宮城県） 指導者1名（千葉市）団員12名（千葉市）

4） 平成27年度日本スポーツ少年団
ｼﾆｱ・ﾘｰﾀﾞｰｽｸｰﾙ
5） 第14回関東ﾌﾞﾛｯｸｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾘｰﾀﾞｰ研究大会
6） 平成27年度全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾘｰﾀﾞｰ連絡会
7） リーダーズクラブ総会・定例会

H27.8/6（木）～10（月）

宿舎・主会場：国立花山青少年自然の家（宮城県）
国立中央青少年交流の家（静岡県）

リーダー養成・交歓交流事業
1） 平成27年度千葉県スポーツ少年団
ｼﾞｭﾆｱ・ﾘｰﾀﾞｰｽｸｰﾙ
2） 第46回関東ｽﾎﾟｰﾂ少年大会

H27.10/31（土）～11/1（日）
茨城県立中央青年の家（茨城県）
H27.9/26（土）～27（日）
国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年総合ｾﾝﾀｰ
5/16（土）、6/14（土）、7/4（土）、8/1（土）、 県体育協会会議室

船橋市3名
指導者1名（船橋市）団員3名
指導者1名（船橋市）団員1名（船橋市）

8/5（水）、8/13（木）、9/27（日）、10/17（土）、

(3)

8） リーダーズクラブ交歓会・研修会
日独スポーツ少年団同時交流事業
1） 第42回日独ｽﾎﾟｰﾂ少年団同時交流事業（派遣）
2） 第42回日独ｽﾎﾟｰﾂ少年団同時交流事業（受入）

３．青少年スポーツ指導者育成事業
(1)
平成27年度認定育成員研修会（東京会場 他）
(2)
平成27年度認定員養成講習会

(3)
(4)
1）
2）
3）
4）

平成27年度母集団研修会
その他の指導者育成事業（指導者協議会）
委員総会
運営委員会
全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団指導者協議会
関東ﾌﾞﾛｯｸ指導者研究協議会

5） 第20回スポーツ少年団指導者全国研究大会
6） ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂの育成と安全・安心ﾌｫｰﾗﾑ
7） 千葉県スポーツ少年団指導者研修会
４．ジュニアスポーツ指導者表彰事業
(1)
千葉県スポーツ少年団顕彰
(2)
日本スポーツ少年団顕彰
５．普及・広報活動事業
(1)
地域交流活動事業
(2)
(3)

運動適性テスト実施事業
広報誌「ｽﾎﾟｰﾂ少年ちば」

11/21（土）、12/6（土）、Ｈ28.1/30（土）、
2/14（日）、3/5（土）
H27.4/5（日）、7/18（土）、12/20（日）

県総合スポーツセンター

H27.7/31（金）～8/17（月）（16泊18日）
H27.7/27（月）～8/12（木）（16泊17日)
H27.7/29（水）～8/2（日）（4泊5日)

ドイツ各地
日本各地（7/29～8/10は各ブロックに分散）
成田市

団員1名（鎌ケ谷市）

H27.10/17（土）、11/15（日） 他
H27.9/26（土）～27（日）
H27.10/24（土）～25（日）
H27.11/21（土）～22（日）
H28.2/6（土）～7（日）
H28.2/20（土）～21（日）

国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年総合ｾﾝﾀｰ 他
館山市コミュニティーセンター
佐原中央公民館
県総合スポーツセンター
柏市沼南庁舎
中台運動公園体育館

16名
南地区 館山市 54名
北地区 香取市 49名
県本部 122名
西地区柏市 125名
北地区成田市 83名

H27.4～H28.2

県内4コース

千葉市、館山市、富津市、茂原市

H27.4/25（土）、H28.2/27（土）
H27.4/25（土）、H28.2/27（土）
H27.6/19（金）～20（土）
H27.11/7（土）～8（日）

県総合スポーツセンター
県総合スポーツセンター
岸記念体育会館
マロウドイン大宮（埼玉県）

H27.6/21（日）
H27.12/6（日）
H27.12/12（土）

ホテルグランドパレス（東京都）

市町村代表委員
運営委員
県指導者協議会委員長
指導者：3名 ※県指導者協議会役員
事務担当：1名
12名

ナレッジキャピタル・カンファレンスルーム・タワーC（大阪府）

県総合スポーツセンター

H27.5/9（土）
H27.5/23（土）
H27.4～H28.2
H27.4～H28.3

認定員106名
個人29名、団12団体
個人4名

県内9地区

市原市、浦安市、柏市、富里市、香取市、
山武市、茂原市、館山市、木更津市
男子：1410名 女子：437名
3月発行

