2016年年度度埼⽟玉県ミニバスケットボール連盟  南部地区事業計画
⽇日程
4

5

6

7

9

会議・講習会等
⼟土 第1回南部地区理理事会

会場
朝霞産業⽂文化センター

23 ⼟土 2016年年度度南部地区総会

川⼝口道の駅・樹⾥里里安

24 ⽇日 ★中央審判講習会

⽑毛呂呂⼭山総合公園体育館

29 祝 ★評議員会・指導者講習会

フレサ吉⾒見見

7

⼟土 第2回南部地区理理事会

朝霞産業⽂文化センター

21 ⼟土 南部地区指導者講習会

川⼝口道の駅・樹⾥里里安

22 ⽇日 南部地区審判講習会兼U12選考会

※例例年年通り

4

⼟土 南部地区審判クリニック

新座市⺠民総合体育館

25 ⼟土 第3回南部地区理理事会

朝霞産業⽂文化センター

26 ⽇日 南部地区運営委員交流流会

調整中

2

⼟土 南部地区審判クリニック

新座市⺠民総合体育館

10 ⽇日 南部地区U-‐‑‒12選考会

朝霞３⼩小

16 ⼟土 南部地区指導者講習会

川⼝口道の駅・樹⾥里里安

⼤大会関係

⽇日程

会場

他

4

5
21 ⼟土 南部地区代表者会議

川⼝口道の駅・樹⾥里里安

★南部地区フレッシュ締め切切り

16 ⼟土 南部地区代表者会議

川⼝口道の駅・樹⾥里里安

★フレッシュ⼤大会準備会

17 ⽇日 ★フレッシュ⼤大会

地区内各会場

6

7

18 祝
8
9

13 ⼟土 ★技術伝達講習会
3

⼟土 南部地区審判クリニック

10 ⼟土 第4回南部地区理理事会
10

1

⼟土 南部地区審判クリニック

16 ⽇日 第5回南部地区理理事会

春⽇日部ウイングハット

8

新座市⺠民総合体育館

9

13 ⼟土 ★夏季U12交流流⼤大会
県⼤大会予選&南部カップ

春⽇日部ウイングハット
地区内各会場

朝霞産業⽂文化センター
新座市⺠民総合体育館

10
2

⽇日 南部地区決勝⼤大会

各⼩小学校

9

⽇日 県⼤大会予選&南部カップ

和光市総合体育館他⼩小学校  

10 祝

新座市⺠民総合体育館

15 ⼟土 ★県⼤大会代表者会議

武蔵浦和コミュニティセンター

★トーナメント⼤大会&県⼤大会申込締切切

朝霞産業⽂文化センター

11

11

3

祝 ★県⺠民総合体育⼤大会兼

6

⽇日 埼⽟玉県ミニバスケットボール⼤大会

⾏行行⽥田グリーンアリーナ
本庄シルクドーム

19 ⼟土 南部地区審判クリニック

新座市⺠民総合体育館

19 ⼟土 第6回南部地区理理事会

朝霞産業⽂文化センター

26 ⼟土 南部地区指導者講習会

川⼝口道の駅・樹⾥里里安

12 10 ⼟土 南部地区運営委員会兼交流流会
11 ⽇日 ★埼⽟玉県U12研修会

調整中

新座市⺠民総合体育館調整中

13 ⽇日 ★最終順位決定戦

ふじみ野市⼤大井総合体育館

23 祝 ★U12交流流会兼埼⽟玉県U12選考会

吉⾒見見町⺠民体育館

26 ⼟土 南部地区新⼈人戦代表者会議

川⼝口道の駅・樹⾥里里安

12

埼⽟玉スポーツ総合センター

1

1

7

⼟土 ★関東ミニバスケットボール⼤大会

8

⽇日

栃⽊木県

9

祝

8

⽇日 ★トーナメント⼤大会(会⻑⾧長,理理事⻑⾧長杯) 県内各会場

9

祝

15 ⽇日
29 ⽇日 ★トーナメント⼤大会決勝
2
3

南部地区新⼈人戦予選

2
18 ⼟土 第7回南部地区理理事会

朝霞産業⽂文化センター

11 ⼟土 第8回南部地区理理事会

朝霞産業⽂文化センター

3

4
12
20
28
29
30

春⽇日部ウイングハット
地区内各会場

⼟土 ★埼⽟玉県U12合宿

確認中

⽇日 南部地区新⼈人戦決勝
祝 ★冬季U12,U13交流流⼤大会
⽕火 ★全国ミニバスケットボール⼤大会
⽔水
⽊木

新座市⺠民総合体育館

さいたま市記念念総合体育館

東 　京

2016年年度度埼⽟玉県スポーツ少年年団ミニバスケットボール事業計画(案)  ※参考資料料として掲載
⽇日程
5

6

会議・講習等

会場

21 ⼟土 地区代表者研修会議
22 ⽇日 地区審判研修会議

6

7

7

8
1

⽇日程
5

⼟土 埼⽟玉県スポーツ少年年団現地研修会
⽇日

⻤⿁鬼怒怒川

8

⼤大会関係

6 ⾦金金 スポ少⼤大会・Jr.リーダー⼤大会参加申込〆切切
21 ⼟土 連盟地区指導者会議と同時開催
22 ⽇日 連盟地区審判講習と同時開催
スポーツ少年年団地区⼤大会
26 ⽇日 スポーツ少年年団地区決勝⼤大会
29 ⽔水 県⼤大会代表者会議
2 ⼟土 埼⽟玉県スポーツ少年年団⼤大会
3 ⽇日
9 ⼟土 Jr.リーダー予選会
26 ⼟土 Jr.リーダー⼤大会準備会
29 ⾦金金
30 ⼟土 関東スポーツ少年年団⼤大会
31 ⽇日
7 ⽇日 Jr.リーダー⼤大会

会場
各地区担当へ提出

各地区会場
和光総合体育館
与野本町コミュニティーセンター
本庄シルクドーム・児⽟玉エコー
ピア・深⾕谷ビッグタートル

新座市⺠民総合体育館

与野コミュニティセンター

栃⽊木県
深⾕谷ビッグタートル

他

