特別会計（宮城県スポーツ少年団）事業報告書
〔会 務〕
内

No.

容

期日

会

場

第1回常任委員会

H24.4.14 (土)

宮城県体育協会事務局

第2回常任委員会

H24.5.13 (日)

宮城県体育協会事務局

1 第3回常任委員会

H24.5.31 (木)

宮城県体育協会事務局

第4回常任委員会

H24.12.21 (金)

宮城県体育協会事務局

第5回常任委員会

H25.2.24 (日)

宮城県体育協会事務局

第1回総務専門委員会

H24.5.12 (土)

宮城県体育協会事務局

第2回総務専門委員会

H24.11.2 (金)

宮城県体育協会事務局

2 第3回総務専門委員会

H24.12.14 (金)

宮城県体育協会事務局

第4回総務専門委員会

H25.1.18 (金)

宮城県体育協会事務局

第5回総務専門委員会

H25.2.15 (金)

宮城県体育協会事務局

3 第1回組織広報委員会

H24.4.14 (土)

宮城県体育協会事務局

4 東北六県体育関係者会議

H24.5.14 (月)

岩手県 盛岡地区合同庁舎

第1回委員総会

H24.5.20 (日)

ホテルKKR仙台

第2回委員総会

H25.3.17 (日)

ホテルKKR仙台

6 スポーツ少年団事務担当者会議

H24.5.11 (金)

宮城県自治会館

7 種目別協議会代表者会議

H24.5.20 (日)

ホテルKKR仙台

5

〔主催事業〕
内

No.

容

8 第36回全日本少年サッカー宮城県大会

9

10

11

河北新報旗争奪

期日
H24.4.14 （日）
～6.17 （日）
H24.5.5 （水）

第35回宮城県スポーツ少年団軟式野球交流大会

第26回宮城県スポーツ少年団
中学生軟式野球交流大会
第26回宮城県スポーツ少年団
小学生秋季軟式野球交流大会

～6.23 （日）

参加人数

会

場

145チーム 宮城県サッカー場他

281チーム クリネックススタジアム宮城他

H24.8.4 （土）

68チーム クリネックススタジアム宮城他

～17 （金）
H24.9.15 （土）

32チーム 柴田球場 他

～17 （金）

12 第23回宮城県スポーツ少年団剣道錬成交流大会

H24.9.2 (日)

98チーム 河北総合センタービッグバン

13 第35回全国スポーツ少年団剣道交流大会宮城県予選会

H24.11.18 (日)

360名 河北総合センタービッグバン

14

15

第36回宮城県スポーツ少年団
バレーボール交流大会
第254回宮城県スポーツ少年団バレーボール大会

H24.7.28 (土)

70チーム 仙台市体育館

～29 (日）
H24.12.1 (土)

65チーム 仙台市体育館

兼第10回全国バレーボール交流大会宮城県予選大会

16

17

さわやか杯
第15回宮城県スポーツ少年団柔道の形競技大会

みやぎ国体開催記念杯
第22回宮城県スポーツ少年団学年別柔道大会

18 第35回宮城県スポーツ少年団柔道交流大会
19

第31回宮城県スポーツ少年団
バドミントン交流大会

H24.8.26 (日)

40名

H24.9.22 (土)
H24.10.28 (日)
H24.11.3 (土)
～4 (日)

仙台市泉総合運動場
泉武道館

235名 登米市南方武道伝承館
81チーム

377名 宮城県武道館

20チーム

247名 登米市登米総合体育館

内

No.

20

21

容

第32宮城県スポーツ少年団
バスケットボール交流大会

期日
H24.9.8 (土）
～11.4 (木）

第13回宮城県スポーツ少年団

H24.12.1 (土）

陸上競技交流会

～2 (日）

22 第30回宮城県児童オリンピック大会

参加人数

会

場

177チーム 仙台大学第五体育館 他

H24.8.12 (日)

141名

宮城県総合運動公園
宮城スタジアム

431名

栗原市総合運動公園築館陸上競技場

23 第31回宮城県スポーツ少年団ラグビー交流大会

H24.7.8 (日)

260名 登米市豊里花の公園

24 第30回宮城県スポーツ少年団空手道交流大会

H24.9.16 (日)

784名 加美町中新田体育館

25 第27回宮城県スポーツ少年団水泳交流大会

H24.9.2 (日)

26 第33回宮城県スポーツ少年団卓球交流大会

H24.9.9 (日)

180名 登米市中田総合体育館

H24.7.7 (土)

14名 宮城県体育協会事務局

27

平24年度宮城県スポーツ少年団
各種大会参加者事前研修会
平成24年度宮城県スポーツ少年団表彰式

H25.3.17 (日)

28

96名 仙南総合プール

功績賞団体

9団 ホテルKKR仙台

功績賞個人

6名

功労賞団体

35団

功労賞個人

63名

日スポ顕彰団体

3団

日スポ顕彰個人

5名

日スポ顕彰感謝状

9名

〔指導者協議会事業〕
事業名

No.

29

30

期日

会

第1回運営委員会

H24.5.27 (日)

宮城県体育協会会議室

第2回運営委員会

H24.9.29 (土)

宮城県体育協会会議室

第3回運営委員会

H24.11.25 (日)

宮城県体育協会会議室

第4回運営委員会

H25.2.3 (日)

宮城県体育協会会議室

平成24年度スポーツリーダー養成講習会

H24.9.29

(土)

場

29名 宮城県体育協会会議室

兼スポーツ少年団認定員養成講習会講師研修会

(土)

31 平成24年度宮城県スポーツ少年団育成員研修会

H25.2.16 (日)

29名 宮城県体育協会会議室

32 平成24年度宮城県スポーツ少年団指導者研修会

H25.2.17 (日)

76名 仙台ガーデンパレス

平成24年度スポーツリーダー養成講習会
兼スポーツ少年団認定員養成講習会

33

397名

Ａコース

H24.10.14(日) 11.11(日)

55名 仙台市 エスポールみやぎ

Ｂコース

H24.11.20(火) ～21(日）

27名 登米市 中田生涯学習センター

Ｃコース

H24.11.17(土) ～18(日）

45名 大崎市 三本木公民館

Ｄコース

H24.11.25(日) 12.2(日)

44名 大和町 まほろばホール

Ｅコース

H24.12.15(土) ～16(日）

Ｆコース

H25.1.26(土) ～27(日）

139名 石巻市 石巻専修大学
87名 柴田町 サンシャイン青葉

〔地区主管事業〕
事業名

No.

地区交流会

34

期日

参加人数

会

場

34

仙台市

H24.4.22 (日)

大河原

H24.11.18 (日)

仙台中

H25.2.17 (日)

40名 塩釜市 ガス体育館

仙台南

H25.2.24 (日)

26名 岩沼市民体育センター

栗 原

H25.3.10 (日)

大 崎

7月～12月

登 米

6月～2月

気仙沼・本吉

7月～1月

石 巻

756名 シェルコムせんだい
12名 蔵王町 ございんホール

9チーム 栗原市若柳総合体育館
49チーム

652名 大崎地区 各地

8協議会で実施 登米市各地
560名 気仙沼・本吉地区各地

H25.3.3 (日)

317名 石巻市総合運動公園

H22.7.30 (金)

29名 宮城県松島自然の家

ジュニアリーダースクール
35

仙台市

～8.1 (日）

指導者研修会

35

仙台市

H25.3.9 (土)

309名 広瀬文化センター

大河原

H25.1.27 (日)

72名 白石市 白石第二小学校

仙台中

H25.2.17 (日)

49名 塩釜市 ガス体育館

仙台南

H23.2.14 (月)

大 崎

H25.1.19 (土)

41名 大崎市古川中央公民館

登 米

H25.1.25 (金)

43名 宝江ふれあいセンター

栗 原

H25.2.24 (日)

50名 栗原市若柳総合体育館

石 巻

H25.2.2 (土)

約382名 利府町総合体育館

94名 石巻市総合体育館会議室

〔日本スポーツ少年団関係会議〕
No.

36

事業名

期日

会

場

第1回日本スポーツ少年団委員総会

H24.5.30 (水)

東京都 品川プリンスホテル

第2回日本スポーツ少年団委員総会

H25.3.7 (木)

東京都 品川プリンスホテル

37 都道府県スポーツ少年団事務担当者会議

38 北海道・東北ブロック会議

H24.5.30 (水)
H25.2.7 (木)
～8 (金）

東京都 岸記念体育会館

福島県 福島市グリーンパレス

〔日本スポーツ少年団関係研修会〕
No.

39

事業名

期日

平成24年度日本スポーツ少年団

H24.8.10 (金)

シニア・リーダースクール

～14 (火）

40 認定育成員研修会(全国7会場）

41 全国スポーツ少年団リーダー連絡会

42 東北ブロック指導者研究協議会

参加人数

～30 (日）
H24.11.15 (木)
～16 (金）

場

静岡県

参加者なし

H24.10.20 (土)
H24.9.29 (土)

会

国立中央青年の家
18名

東京都

記念青少年総合センター

指導者

1名 東京都

リーダー

1名
3名

国立オリンピック

国立オリンピック

記念青少年総合センター
岩手県
サンセール盛岡

〔日本スポーツ少年団関係大会〕
No.

43

44

事業名
第35回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会
東北Ⅱブロック代表決定交流大会
第50回全国スポーツ少年大会
（リーダーズアクション2012）

45 第43回東北ブロックスポーツ少年大会

46 第32回東北ブロック柔道交流大会

47 第41東北ブロックサッカー交流大会

48 第35回全国スポーツ少年団剣道交流大会

49

50

第10回全国スポーツ少年団
バレーボール交流大会
第32回東北ブロック
ミニバスケットボール交歓大会

期日

参加人数

H24.7.7 (土)

会

1チーム

場

福島県
マツザキガーデンJrグラウンド

H24.8.4 (土)
～8.7 (月）
H24.8.2 (木)
～5 (日)

指導者
団 員
指導者
団 員

H24.11.24 (土)

H24.7.28 (土)

団 体

～27 (火）

個 人

～10 (日)

7名

岩木山総合公園
宮城県
宮城県武道館
山形県
山形総合運動公園サッカー場

H25.3.25 (月)

H25.3.9 (土)

鴨川市総合運動施設文化体育館・陸上競技場

1名 青森県

3チーム

～8.30 (木）

～26 (火）

8名

12チーム

～25 (日）

H25.3.23 (土)

1名 千葉県

女子

1チーム 佐賀県
2名 佐賀県総合体育館
1チーム

高知県
高知県立青少年センター

6チーム

青森県
新青森総合運動公園

