
（　競技専門部・競技協会・連盟　）

月 期　日・曜 行　　　　事　　　　名 会　　　　　場
4 　  　２１日（水） 　第１回三役会・理事会  市陸上競技場会議室

　２・３日(日・月) 　女子ソフトボール強化リーグ 　しんきんスタジアム・サブグラウンド

　　  ８日（土） 　第5回ララプリモ杯争奪小学生ハンドボール大会  市体育館
　　　９日（日）   第４６回市職域野球大会　（16日・23日・30日・6/6日） 　しんきんスタジアム・サブグラウンド

5 　　１３日（水） 　第１回専門部会  市陸上競技場会議室
　　１６日（日） 　第３５回市ソフトテニス大会（予備日２３日）  市庭球場 　

 　中　旬 　会計監査  市陸上競技場会議室
　　２０日（水） 　第２回三役会・理事会  市陸上競技場会議室
　　２７日（水） 　令和２年度定期総会　  しんきんスタジアム会議室

6 　　  ６日（日）   Koza ㎩ ！スポーツデイ  市運動公園内各競技場
　　２０日（日）   バドミントン県民体育大会　代表選考会  市体育館

　　１５日（水） 　第２回専門部会  市陸上競技場会議室

　　２５日（日） 　第46回市９人制バレーボール大会（代表選考会）  市体育館

7 　　２８日（水）
NBA Cavaliers AC アントニオ・ラング

basketboll summerキャンプ（小・中学生 強化試合）  市体育館

　　２９日 (木) 　　　〃　　              （クリニック　小学生） 　　　〃　　
　　３０日 (金) 　　　〃　　　　　　　　　（クリニック　中学生） 　　　〃　　
　　　１日（日） 　沖縄市サッカーサマーフェスティバル  市陸上競技場
　　　７日（土） 　アンダーカテゴリー育成事業  市運動公園内各競技場
　　　８日（日） 　第73回県民体育大会卓球　選手選考会  市体育館
　　１４日 (土) 　沖縄市陸上競技記録会  市陸上競技場

8 　　１５日（日） 　沖縄市サッカーサマーフェスティバル  市陸上競技場
　　１８日（水） 　第3回三役会・理事会  市陸上競技場会議室
　　２２日（日）   ハンドボール県民体育大会　代表選考会  市体育館
　　下旬～９月上旬 　第73回県民体育大会ゴルフ　選考会  未　定
　　　５日（日） 　第73回県民体育大会テニス　代表選考会  嘉手納町兼久海浜公園テニスコート

 　中　旬 　第73回県民体育大会ボウリング競技 代表選考会  ドラゴンボウル
9 　　１９日（日） 　市一般バスケットボール大会（代表選考会）  越来中学校体育館

　沖縄県民体育大会 柔道予選大会  市武道館
２２・２３日(水・木) 　沖縄市前期剣道級位講習会  市武道館
　　　２日 (土) 　沖縄県民体育大会陸上競技　代表選考会  市陸上競技場
　　　３日（日） 　沖縄市前期剣道級位審査会  市武道館
　　　７日（水） 　第３回専門部会  市陸上競技場会議室

10 　　  ９日（土） 　市スポーツデイ（１日目）  市運動公園内各競技場
　　１０日（日） 　　　〃　　　　（２日目） 　　　〃　　
　　２０日（水） 　第４回三役会・理事会  市陸上競技場会議室
　　２４日（日） 　第５回市オープン卓球大会（団体戦）  市体育館
　　１２日（金） 　県民体育大会選手結団式  市体育館
　　２７日（土） 　第73回沖縄県民体育大会  北部地区開催

11 　　２８日（日）           (先行開催種目あり）
  【閉会式】　　各競技  ２１世紀の森体育館
  　　　　　　　各競技 　　【閉会式】  かいぎんフィールド国頭

　　　４日（土） 　沖縄市女子(小・中・高・一般)ソフトボール教室  サブグラウンド
　　　９日（木） 　市ハンドボール女子強化リーグ  市体育館
　　１１日（土） 　アンダーカテゴリー育成事業  市運動公園内各競技場

12 　　１２日（日） 　第１９回ハイビスカス杯剣道大会  市体育館
　１６日（水） 　第４回専門部会  市陸上競技場会議室
　１６日（木） 　市ハンドボール女子強化リーグ  市体育館
　１９日（日） 　小学生ハイビスカス駅伝大会　  市陸上競技場

教 月・水・金  ソフトテニス教室(中高校生）18:00～20:00  市庭球場
室  　　　　　　　(大学・一般）18:00～22:00 　 〃　　　
（１０月～１１月）

【県民体育大会強化練習】（会場）　市陸上競技場・体育館・屋内練習場・武道場

   　　　　　　　　　　サブグラウンド・しんきんスタジアム・市内小・中学校体育館
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（　競技専門部・競技協会・連盟　）

月 期　日・曜 行　　　　事　　　　名 会　　　　　場

　１９日（水） 　第５回三役会・理事会  市陸上競技場会議室

1 　２３日（日）   第５回沖縄市オープン卓球大会（個人戦）  市体育館

２６・２７日(水・木) 　沖縄市後期剣道級位講習会  市武道館

　３０日（日） 　沖縄市後期剣道級位審査会  市武道館

　　６日（日） 　沖縄市長杯・玉元杯バドミントンクラブカップ  市体育館

2 　１７日（水） 　第５回専門部会  市陸上競技場会議室

　２０日（日）   おきなわマラソン（走路員協力）  おきなわマラソン公認コース

　２６・２７(土・日)   第４回沖縄市長杯争奪小学生ハンドボール大会  市体育館

　１０日（水） 　第６回三役会・理事会  市陸上競技場会議室

　２５日（金） 　第19回沖縄市長杯高等学校（リハーサル）  市体育館

3 　バスケットボールおきなわカップ（監督会議）　  市陸上競技場会議室

　２６日（土）   【開会式】 リーグ戦・小中エキシビジョンマッチ  市体育館

　２７日（日）     順位決定戦・ダンクコンテスト　【閉会式】 　 〃　　　

月 日 　　　　　　　　　　行　　　事　　　名

4/15～7/31 令和3年度スポーツ少年団登録開始

9日 市町村スポーツ少年団事務担当者会議

未定 　沖縄市スポーツ少年団指導者講習会

29～30 沖縄市スポーツ少年団バレ－ボ－ル大会

6 12～13 沖縄市スポーツ少年団ミニバスケット大会

8 上　旬 阿智村夏交流(受け入れ）

下　旬 沖縄市スポーツ少年団指導者講習会

上　旬 長野県阿智村交流事業　

2月19日 沖縄市スポーツ少年団空手道大会

中旬 沖縄市スポーツ少年団剣道大会

3 ６日 沖縄市スポーツ少年団マラソン大会（予備日13日）

月 日 行　　　事　　　名

8.15.22.6/5.12 沖縄県スポーツ少年団少年野球大会(中部ブロック)

29日 スタートコーチ(スポ少)養成講習会

11～12 全国指導者協議会

12～13 全国スポ少リーダー連絡会

12日 空手交流大会

27日 剣道交流大会

7 3～4日 バレーボール交流大会

10～11日 ソフトボール交流大会

30～8/1 沖縄県スポーツ少年大会

10 2日 スタートコーチ(スポ少)養成講習会

上　旬 卓球交流大会

上　旬 テニス交流大会

4～5 ジュニアリーダースクール

18日 沖縄県スポーツ少年団指導者研修会

3～4日 バドミントン交流大会

13日 県スポーツ指導者研修会

3 12日 スポ少指導者研修会
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令和３年度　沖縄市スポーツ少年団本部事業計画
（市本部事業）

　会　　　　　場

4

5

2

（県本部事業）
　会　　　　　場

5

6

12

沖縄市武道場

沖縄市陸上競技場

しんきんスタジアム・サブグラウンド

県体協会館

2

市本部事務局

県体協会館

沖縄市陸上競技場会議室

沖縄市体育館

沖縄市体育館

沖縄市・勝連町

沖縄市体育館

長　野　県

沖縄市武道場

渡嘉敷

オンライン

オンライン

武道館

武道館

豊見城市民体育館

北谷ソフトボール場

未定

体協会館

西崎

県体協会館

未定

沖縄市

石川青少年の家

体育館A・B


