平成 30 年度 神奈川県スポーツ少年団競技別交流大会実施要領
１ 大会趣旨
神奈川県下のスポーツ少年団が各種交流大会を通じて、団員にスポーツの喜びを経験する機会
を幅広く提供するとともに、団員相互の交流を深め、仲間意識と連帯感を高めることを目的に開
催する。
２ 主
催
公益財団法人神奈川県体育協会 神奈川県スポーツ少年団
（活動部会
３ 後
援(予定)
神奈川県野球連盟

神奈川県バドミントン協会

(一社)神奈川県バスケットボール協会

神奈川県剣道連盟

(一財)神奈川県バレーボール協会

神奈川県ミニバスケットボール連盟

神奈川県柔道連盟

神奈川県小学生バレーボール連盟

藤沢市バスケットボール協会

神奈川県空手道連盟

(一社)神奈川県サッカー協会

４ 協

賛(予定)

株式会社モルテン

株式会社大阪フォトサービス

大塚製薬株式会社

公益社団法人柔道整復師会

５ 協

バドミントンプロショップウエンブレー

力 (予定)

神奈川県小学生バドミントン連盟

平塚市バドミントン協会

６ 期日及び会場
種目
バドミントン
軟式野球
ミニバスケットボール

開催期日
平成30 年6 月9 日(土)
平成30 年6 月2 日(土)～17 日(日)
(2 日,10 日,17 日)

会場
ひらつかサン･ライフアリーナ
県立境川遊水地公園少年野球場ほか

平成30 年 6 月23 日(土)～7 月1 日(日) 茅ヶ崎総合体育館、寒川総合体育館
(6 月23 日, 24 日,30 日,7 月1 日)

海老名総合体育館、秩父宮記念体育館

平成30 年 7 月1 日(日)、8 日(日)

ひらつかサン･ライフアリーナほか

平成30 年12 月15 日(土)、16 日(日)

ひらつかサン･ライフアリーナほか

平成30 年 5 月12 日(土)

県立武道館(剣道場)

平成30 年12 月23 日(祝日)

県立武道館(柔道場)

剣 道

平成30 年12 月 1 日(土)

県立武道館(剣道場)

柔 道

平成31 年 2 月11 日(祝月)

県立武道館(柔道場)

バレーボール
空手道

サッカー

平成31 年2月16日(土)～3 月10 日(日) 神奈川県内小学校グランドほか

７ 競技方法・チーム編成・表彰
チーム編成・表彰などは、別に定める競技別実施要項による。
８ 参加資格
(1) 単位団：平成 29 年度日本スポーツ少年団に登録している団で、今年度も登録する団。
(2) 指導者・団員：平成 30 年度スポーツ少年団登録をしている者で、集団指導の能力に優れ、所
属市町スポーツ少年団本部長が推薦すること。
但し、本部未設置市町については本部設置に向けて取り組むことを条件に、団の代表者をも
って参加することができる。

(3) 平成 30 年度スポーツ安全保険(同等の補償のある傷害保険を含む)に加入済みであること｡
(4) 下記大会の全日程に参加できるチームであること｡
【関東ブロック】

種目
軟式野球
総合開会式
バドミントン

開催日
平成30 年7 月21 日(土)、22 日(日)
平成30 年 7 月27 日(金)

ミニバスケットボール
平成30 年 7 月28 日(土)、29 日(日)

バレーボール
空手道

会
場
富士北麓公園野球場ほか
小瀬スポーツ公園武道館
山梨市民総合体育館
富士北麓公園体育館、
鐘山スポーツセンター体育館
昭和総合体育館、
昭和町立押原中学校
小瀬スポーツ公園武道館

【全国】＊軟式野球は関東ブロック予選通過 2 チームが出場

種目

開催期日

軟式野球(長崎県)
剣
道(山口県)
バレーボール(大分県)

９ 経

費

会場

平成30 年7 月28 日(土) ～ 31 日(火)
平成31 年3 月27 日(水) ～ 29 日(金)
平成31 年3 月28 日(木) ～ 31 日(日)

長崎県営野球場ほか
維新百年記念公園
べっぷアリーナほか

大会経費は、参加料、広告料、その他をもって充てる。

１０ 参加申込方法
別紙参加申込書に必要事項を記入し、各市町スポーツ少年団本部長の推薦により手続きを
行うこととする。
１１ 申込期限及び代表者会議
種目

申込締切日

代表者会議

代表者会議開催場所

バドミントン

４月１３日(金)

４月２８日(土) 県立スポーツ会館【9 時～

軟式野球

４月２７日(金)

５月１１日(金) かながわ県民センター【18 時 30 分～

ミニバスケットボール

４月２０日(金)

５月２６日(土) 秋葉台文化体育館【18 時 20 分～

６月 １日(金)

６月１６日(土) 県立スポーツ会館【18 時 30 分～

バレーボール

１０月１９日(金)

１１月１０日(土) 県立スポーツ会館【18 時～

４月１３日(金)

４月２１日(土) 県立スポーツ会館【13 時～

１０月１９日(金)

１１月１０日(土) 県立スポーツ会館【14 時～

剣 道

１０月１２日(金)

１０月２３日(火) 県立スポーツ会館【18 時 30 分～

柔 道

１１月３０日(金)

サッカー

５月３１日(木)

空手道

―
６月９日(土)

―
かながわ県民センター【19 時 00 分～

１２ 参加上の注意事項
(1) 選手・指導者は、ユニホーム等にスポーツ少年団章を明示し、単位団旗を持参する。
(2) 原則として、代表指導者及び指導者は有資格指導者(認定育成員または認定員)とする。
(3) 参加者の健康診断は、各団体代表者の責任において実施する。
１３ 輸送について
(1) 会場までの移動は各チーム代表者の責任を持って行う。
１４ 個人情報の取り扱いについて
別紙申込書に記載された個人情報は、大会プログラムの記載の他に、本大会の目的達成の
ためのみに使用します。

