
期日 場所・体育館確保予定 備考 U12・ミニ連・スポ少 行事

Ｈ３０年 3月 10日 （土）

4月 【県】　第１回 U12部会

８日 （土）

川島町民体育館 D級昇格者 ＆ C級以上 中央審判講習会

30日 （月祝） フレサよしみ 【県】　第２回 U12部会

5月 3日 （木祝） 久喜総合体育館 

4日 （金祝） 久喜総合体育館 

5日 （土祝） 久喜総合体育館 

6日 （日祝） ウィングハット春日部

（日）

19日 （土） 各会場

20日 （日） 各会場

21日 （月）

26日 （土） 各会場

27日 （日） 各会場

31日 （木） フレッシュ締め切り各地区最終

6月 2日 （土） 各会場

3日 （日） 各会場

9日 （土） 越谷北西体育館

10日 （日） 越谷北西体育館　・　アスカル幸手 ６月１６日フレッシュ準備部会 （川越）

23日 （土） スポ少県大会代表者会議 与野本町コミュニティセンター

30日 （土） スポーツ少年団　県大会 （フレッシュ大会準備会）サイデン化学アリーナ

7月 1日 （日） 越谷市立総合体育館 スポーツ少年団　県大会 （さいたま市記念総合体育館）

７日 （土） 各会場 埼玉県フレッシュミニ大会

８日 （日） 会場未定 埼玉県フレッシュミニ大会･埼玉県大会 抽選会

14日 （土） 各会場 埼玉県フレッシュミニ大会

15日 （日） 各会場 埼玉県フレッシュミニ大会

16日 （祝） 各会場 埼玉県フレッシュミニ大会 7月21日 ジュニアリーダー大会準備会

27日 （金） 関東スポーツ少年団大会：開会式 山梨県 21日ジュニアリーダー大会準備会 【スポ少】 関東大会　（山梨）

28日 （土） 関東スポーツ少年団大会：競技 山梨県 【スポ少】 関東大会　（山梨）

29日 （日） 関東スポーツ少年団大会：競技 山梨県 【スポ少】 関東大会　（山梨）

８月 12日 （日） AM 技術伝達講習会 PM 夏期 U-12 交流大会 春日部ウイングハット 8月5日 ジュニアリーダー大会 （深谷）

9月 １日 （土） 県大会　予選

２日 （日） 県大会　予選

８日 （土） 県大会　予選 県大会準備部会　（川越ふれあい）

９日 （日） 県大会　予選 会長杯理事長杯申込み締切

15日 （土） 県大会　予選

16日 （日） 県大会　予選

17日 （祝） 会場未定 県大会　予選

23日 （祝） 県大会　予選

24日 （振替） 東部各地区（ブロック） 新人戦予選開始

10月

八潮文化スポセン　・　他

７日 （日） 会場未定（アスカル・越谷）

８日 （祭月） 県大会 代表者会議準備部会

13日 （土） 県大会代表者会議 埼玉県スポーツ総合センター会議室 県大会 代表者会議

11月 3日 （土祝） 行田グリーンアリーナ ・ 本庄シルクドーム 第４８回 埼玉県大会　

4日 （日） 行田グリーンアリーナ 第４８回 埼玉県大会　

11日 （日） 春日部市民体育館 （大沼） 埼玉県大会 順位決定戦 会長杯・理事長杯準備部会

23日 （祝） 秋季U１２交流会兼埼玉県U１２選考会 吉見町民体育館 秋季 U-12 交流会 兼 埼玉県 U-12 選考会

24日 （土） 11月10日　【県】　第３回 U12部会

25日 （日）

12月 １日 （土） U 12 関東ブロックエンデバー 会場未定

２日 （日） U 12 関東ブロックエンデバー 会場未定

16日 （日） 埼玉県U１２研修会 未定 埼玉県 U-12 研修会

H31年1月 4日 （土） 関東ミニバスケットボール大会

5日 （土） 関東ミニバスケットボール大会

6日 （日） 関東ミニバスケットボール大会

13日 （日） 県内各会場

14日 （祝） 会場未定 新人戦　抽選会

20日 （日） 春日部ウィングハット

27日 （日） 春日部ウィングハット トーナメント大会 決勝

2月 2日 （土） 28年度 東部地区新人戦予選

3日 （日）

9日 （土） 【県】　第４回 U12部会

10日 （日）

11日 （祝） 会場未定 復興支援大会　？

9日 （土）

17日 （日）

23日 （土）

24日 （日） 会場未定

3月 2日 （土） 大利根　・　越谷北　・　西　・　三郷 ・ 他 【県】　第５回 U12部会

3日 （日） 大利根　・　越谷北　・　西　・　三郷 ・ 他

10日 （日） 第３５回　東部親善大会　第１回実行委員会

21日 （祝） 上尾運動公園体育館 冬季 U-12 ・13冬季育成 交流大会

（日） 全国ミニバスケットボール大会 未定 全国ミニバスケットボール大会２９～３１日

22日 （日）

スポーツ少年団 県大会　 東部地区予選・友好

6日

13日

ミニ連評議委員会 ・ U12部会総会

第３４回 東部親善大会　第３回 実行委員会（各委員・参加チーム代表者・母集団）17:00～

平成29年度 東部地区 代表者会議 （総会）19:00～

中央審判講習会

スポーツ少年団 県大会　 東部地区予選　順位決定戦

平成３０年度　事業計画 埼玉県 U 12 部会　　東部地区

大会・事業内容

第３４回 東部親善大会　第１回 実行委員会（各委員・参加チーム代表者）

第３４回 東部親善大会　第２回 実行委員会（各委員・参加チーム代表者・母集団）

松伏町中央公民館

第３４回　東部親善大会　（本戦女子①）

第３４回　東部親善大会　（本戦男子①）

第３４回　東部親善大会　（本戦女子②）

第３４回　東部親善大会　（本戦男子②）

スポーツ少年団 県大会　 東部地区予選・友好

フレッシュエントリー締め切り

越谷総合体育館フレッシュ抽選会

スポーツ少年団 地区指導者講習会 及び スポ少大会抽選会

スポーツ少年団 県大会　 東部地区予選・友好

スポーツ少年団 県大会　 東部地区予選・友好

スポーツ少年団 県大会　 東部地区予選・友好

スポーツ少年団 県大会　 東部地区予選・友好

スポーツ少年団 県大会　 東部地区予選　決勝

スポーツ少年団・U12　審判講習会（スポ少・ミニ連・全チーム対象）

第１回 東部地区 役員会 （副委員長以上）　18：00～

第49回　埼玉県ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会　地区予選　（決勝 ②）

※ 県大会参加申込み締切 （地区代表チーム）

※ トーナメント大会 参加申込み 締切

第１回　東部地区理事会（全委員）18：00～　・　県大会 東部地区予選 抽選会 19：30～

フレッシュミニ大会　　　　　

未定

関東大会：千葉県

東部地区新人戦　決勝 ②

※ 東部地区 新人戦 参加申込み締切　（全チーム対象）

【県】　埼玉県トーナメント大会　（会長杯 ・ 理事長杯）

【県】　埼玉県トーナメント大会　（会長杯 ・ 理事長杯）

指導者講習会（全チーム対象）【予定】

【県】　埼玉県トーナメント大会　（会長杯 ・ 理事長杯）

【県】　埼玉県トーナメント大会　（会長杯 ・ 理事長杯）

第3回 東部地区 役員会 （副委員長以上）　18：00～

東部地区新人戦　決勝 ①

（土）

第3回 東部地区 役員会 （副委員長以上）　18：00～

第３回 東部地区理事会（全委員） ・ 第３５回 東部親善大会 第１回実行委員会（各委員・参加チーム代表者）

第２回 東部地区 役員会 （副委員長以上）　18：00～

第49回　埼玉県ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会　地区予選　（決勝 ①）


