
弓道協会：片桐 7日 (日)

☎64-2877 18日 (木)

サッカー協会：小川 20日 (土)

☎080-5079-1323 23日 (火)

24日 (水)

ソフトテニス連盟：倉澤 12日 (日)

☎62-2587 18日 (土)

バドミントン協会：佐藤 19日 (日)

☎080-3714-7033 21日 (火)

バレーボール協会：大川 31日 (金)

☎090-2326-9140

ＧＧ協会：山岸
☎64-0890

テニス協会：神保 9日 (日)

☎090-7011-1282 20日 (木)

ゲートボール協会：田村 23日 (日)

☎66-0375 26日 (水)

ﾐﾆﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会：片野
☎62-1788

14日 (日)

14日 (日)

14日 (日)

20日 (土)

21日 (日)

ＴＢＧ協会：本多 4日 (日)

☎64-1823 24日 (土)

25日 (日)

25日 (日)

30日 (金)

バレーボール

大峰杯卓球大会

第25回町長杯争奪ゲートボール大会

陸上記録会みなかみ町男女混合バレー
ボール大会（夏）

水上社会体育館（第２・４火）
月夜野中学校体育館（第２・３水）

６　　　月

みなかみ町テニス大会
（予備日 6月９日）

親睦ゲートボール大会

みなかみ町ミニバレーボール
大会

第56回ﾀｰｹﾞｯﾄﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ協会新治支部大会

11日 (土) みなかみ町ソフトテニス大会

土／15:30～16:30

第55回ターゲットバードゴルフ協会新治支部大会

町営赤沢スキー場

第3９回ターゲットバードゴルフ協会大会

月夜野地区グラウンドゴルフ大会

８　　　月

18日 (日)
みなかみ町民ターゲットバー
ドゴルフ大会

第3９回直心少年・少女空手道選手権大会

ソフトテニス月夜野地区大会（予備日 8月31日）

第134回ﾀｰｹﾞｯﾄﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ協会月夜野支部大会

5日

2日

16日

(日)

納涼弓道大会

夏季テニス大会（予備日 7月21日）

(水)

(日)

新治地区グラウンドゴルフ大会

学童ソフトテニス大会

南部体育館剣道場

加盟競技団体

４　　　月

５　　　月

14日 (日)

28日 (日)

みなかみ町弓道大会

サッカーフェスティバル

春季テニス大会（予備日 ４月14日）

月夜野地区グラウンドゴルフ大会

新治地区グラウンドゴルフ大会

第３８回ターゲットバードゴルフ協会大会

体育協会【全町民対象】

新治中体育館、新治Ｂ＆Ｇ海洋センター

月夜野ＶＢＳ 木／19:00～21:00 月夜野総合体育館

みなかみ町少年サッカーリーグ

７　　　月

第40回ソフトバレーボール大会

５～１１月

みなかみ町バドミントン大会

みなかみ町春季グラウンドゴ
ルフ大会(予備日 5月28日）

＜チアダンススクール＞
第2・４火曜／第２・４水曜　19:00～

水上社会体育館（火）
月夜野中学校体育館（水）

26日 (日)

27日

木／19:00～21:00 新治中体育館

(月)

11日 (土)

火（冬季は月）・木／18:30～20:30
土・日・祝／練習試合等

サッカー

月夜野サッカークラブジュニア

バスケット

水上ジュニアバスケットクラブ

基礎部／年５回程度練習会

水／18:30～20:30
月夜野人工芝サッカー場

日／8:30～10:30

水上FCジュニア
火・木／18:30～21:00
土／9:00～12:00　日／試合等

火・土／月夜野人工芝サッカー場
木／利根商業高等学校サッカー場

新治フットボールクラブジュニア
火・木／19:00～20:30 火・木／新治中校庭

第３日曜／午前中 第３日曜／新治中央運動公園多目的広場

新治中学校女子バスケット部保護者会

火・木／水上中校庭

土・日／練習試合等 土・日／湯原多目的広場、新治野球場

陸上記録会

サマーフットサル大会

第41回ソフトバレーボール大会（夜間）

新治バドミントン教室大会中  旬

月夜野ホッケー 土／9:00～11:00
夏季／月夜野人工芝ホッケー場
冬季／南部体育館

ホッケー

火・土／18:30～21:00

日／9:00～17:00

12月～3月／ノルン水上スキー場

日（４月～11月）／18:00～19:00

＜バスケットボール教室＞
火・水／19:00～21:00

スキー

新治ジュニアスキークラブ

月夜野ジュニアスキー
木・金（12月～３月）／19:00～21:00

新治中学校男子バスケット部保護者会 木／19:00～21:00 新治B&G海洋センター

剣　道

月夜野東部剣道

新治少年剣道クラブ

火・金／19:00～20:30

火・木／19:00～20:30 新治Ｂ＆Ｇ海洋センター

新治中学校バレーボール部愛好会
金／19:00～21:30
土（月に2回程度）／13:00～16:00

月夜野大中島公園

月夜野大中島テニスコート

（水上会場）水上中柔道場

（新治会場）新治中柔道場

（月夜野会場）月夜野中柔道場

ソフトテニス

柔　道

マラソン

水上ソフトテニス

みなかみ柔道

月夜野マラソンクラブ

<水上会場>　月・水／19:00～21:00

<新治会場>　火・木／19:00～21:00

<月夜野会場>　金／19:00～21:00

卓　球 みなかみＴＣジュニア 火・金／19:３0～2１:00 新治Ｂ＆Ｇ海洋センター

協会春ゲートボール大会

第133回ﾀｰｹﾞｯﾄﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ協会月夜野支部大会

☆みなかみ町スポーツ少年団加盟団体☆

４月～11月／カルチャーセンター駐車場

水上スキークラブ
主な活動期間／（12月～３月） ※町内各スキー場及びクロスカントリーコース

※ジャンプ競技はサマージャンプシーズンも活動 ※ジャンプ競技はジャンプ台所在市町村

活動期間／（12月～３月）

競技部／休日に随時練習会

種　目 団　体　名 練習日時 練習場所

野　球

月夜野イーグルス
火・木／月夜野総合公園野球場
　　　　（冬季は月夜野中体育館）
土・日・祝／桃野小校庭ほか

みなかみドルフィンズ
火・木／18:00～20:00

各大会・教室のお問い合せは、各協会担当者の☎【電話番号】または、体育協会事務局

☎25-5025までお問い合わせ下さい。

みなかみ町スポーツ少年団では、子どもたちにスポーツの歓びを提供するとともに、スポー

ツを通して心と身体を育み、人と人をつなぐ地域づくりのサポートを目指しています。

※各スポーツ少年団への入団や連絡先等の問い合わせは、教育委員会生涯学習課スポー

ツ少年団事務局（☎25-5025）までご連絡ください。



ＧＧ協会：山岸 1日 (日) 町内対抗野球町予選会（予備日 ９月８日）

☎64-0890 8日 (日) 第135回ﾀｰｹﾞｯﾄﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ協会月夜野支部大会

12日 (木)

18日 (水)

23日 (月)

25日 (水)

27日 (金) 新治地区グラウンドゴルフ大会

28日 (土)

ホッケー協会：三富 2日 (水)

☎090-8496-7765 2日 (水)

ﾐﾆﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会：片野 4日 (金)

☎62-1788 10日 (木)

バドミントン協会：佐藤 20日 (日)

☎080-3714-7033 24日 (木)

バレーボール協会：大川 30日 (水)

☎090-2326-9140

バスケットボール協会：日下

☎080-3399-9346

3日 (日)

8日 (金)

10日 (日)

16日 (土)

17日 (日)

17日 (日)

24日 (日)

24日 (日)

1日 (日)

4日 (水)

15日 (日)

弓道協会：片桐
☎64-2877

卓球協会：関
☎66-1244

1日 (日)

8日 (日)

8日 (日)

15日 (日)

20日 (金)

20日 (金)

県民体育大会利根郡予選会 （中心日・２３日） 郡内各競技場 利根郡体育協会

町民体育祭 （２９日） 月夜野中学校グラウンド みなかみ町

第５７回県民体育大会 （３日・１０日） 県内各競技場 大会実行員会

　３　　　月

下  旬

下  旬

17日 (日) みなかみ町駅伝大会

12日 (日) みなかみ町初射会

23日 (日) みなかみ町卓球大会

　２　　　月

陸上クラブ

少年剣道錬成大会

第６６回茂左衛門地蔵尊奉納弓道大会

９月

11月

春季ホッケー協会大会

ミニバレーボール協会大会

第４３回ソフトバレーボール大会

☆水上地区屋内体育施設利用（昼間）調整会議は、１月中旬に予定しています。（詳細は回覧にて）
　水上地区の施設利用申請や空き状況の確認は、水上公民館（☎72-3707）へ

県・郡・町教育委員会イベント
９月

体　育　施　設　の　利　用　は

☆月夜野地区屋内・屋外体育施設の利用は３ヶ月前より、月夜野総合体育館（☎62-2461）にて受付けを開始いたしま
す。

☆新治地区屋内・屋外体育施設の利用（昼間）調整会議は、２月中旬に予定しています。（詳細は回覧にて）
　新治地区の施設利用申請や空き状況の確認は、新治Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎64-2388）へ

(日) みなかみ町ホッケー大会

協会秋ゲートボール大会

第65回茂左衛門地蔵尊奉納弓道大会

みなかみ町３×３バスケット
ボール大会

中  旬

月夜野地区グラウンドゴルフ大会
27日 (日)

みなかみ町男女混合バレー
ボール大会（秋）

みなかみ町秋季グラウンドゴ
ルフ大会（予備日 9月10日）

9日 (月)

１２　　　月

　１　　　月

月見射会

１１　　　月

新治地区グラウンドゴルフ大会

第４回レクリエーションバド
ミントン大会

(土)

みなかみ町ミニバレーボール
大会

１０　　月
第26回町長杯争奪ゲートボール大会

月夜野地区グラウンドゴルフ大会

第42回ソフトバレーボール大会（ナイターリーグ）

体育協会【全町民対象】 加盟競技団体

９　　　月

第42回ソフトバレーボール大会（ナイターリーグ）

☆加盟競技団体主催教室☆

第42回ソフトバレーボール大会（ナイターリーグ）

第５７回ターゲットバードゴルフ協会新治支部大会

第40回ターゲットバードゴルフ協会大会

20日 (日)

26日

13日

第14回ターゲットバードゴルフチャリティー大会

陸上記録会

第136回ﾀｰｹﾞｯﾄﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ協会月夜野支部大会

第５8回ターゲットバードゴルフ協会新治支部大会

秋季テニス大会（予備日 11月24日）

ソフトテニス連盟秋季大会

みなかみ町少年サッカー大会

第11回ターゲットバードゴルフツーボールフォサム大会

秋季ホッケー協会大会

ターゲットバードゴルフツーボールフォサム新治支部大会

百八射会

シュガーカップバドミントン大会

新治クリスマスバドミントン大会

フットサル大会

○陸上教室【申し込みは会場にて受付】

4月～10月（金）19:30～ 月夜野中学校グラウンド

11月～翌年3月（金）19:30～ 古馬牧小学校体育館

○空手道教室【山田：☎080-6536-6580】

4月～翌年3月（月・水）19:00～ 水上社会体育館

○弓道教室
4月～翌年3月 13:00～ 月夜野弓道場【片桐：☎64-2877】

（火・木）

4月～翌年3月 19:30～ 月夜野弓道場【高橋：☎25-4167】

（火・金）

○サッカー教室【小川：☎080-5079-1323】

4月～11月（木）19:30～ 月夜野人工芝サッカー場

12月～翌年3月（木）19:30～ 月夜野南部体育館

○テニス教室 【石坂：☎62-3046】

4月～翌年3月 10:00～15:00 大中島テニスコート

（土・日・祝祭日）

○バスケットボール教室
4月～翌年3月（金） 19:30～ 月夜野中学校体育館【月夜野教室 高橋：☎080-5493-9454】

4月～翌年3月（木・土）19:00～ 水上社会体育館【内藤：☎090-5438-8448】

○柔道教室
4月～翌年3月（金） 19:00～ 月夜野中学校柔道場【月夜野教室 林：☎62-6811】

4月～翌年3月（月・水）19:00～ 水上中学校柔道場【水上教室 須藤：☎72-2452】

4月～翌年3月（火・土）19:00～ 新治中学校柔道場【新治教室 長谷川：☎64-1727】

○剣道教室
4月～翌年3月（木・土）19:30～ 月夜野総合体育館【みなかみ町教室 髙橋：☎62-0104】

4月～翌年3月（火・金）19:00～ 南部体育館剣道場【月夜野東部教室 髙橋：☎62-0104】

4月～翌年3月（火・木）19:00～ 新治Ｂ＆Ｇ海洋センター【新治剣道教室 本多64-2200】

○ソフトテニス教室
４月～11月（木） ナイター 大中島テニスコート【水上地区教室 岡村：☎72-2989】

４月～11月（木） ナイター 新治B&Gテニスコート【新治地区教室 髙橋：☎66-0732】

６月～11月（月） ナイター 大中島テニスコート【月夜野地区教室 倉澤：☎62-2587】

○バドミントン教室【佐藤：☎080-3714-7033】

4月～翌年3月（月）19:30～ 月夜野総合体育館【月夜野教室】

4月～翌年3月（木）19:30～ 古馬牧小学校体育館【月夜野教室】

4月～翌年3月（月・金）19:00～ 新治小学校体育館【新治教室】

4月～翌年3月（金）19:30～ 水上社会体育館【水上教室】

○ミニバレーボール教室
4月～翌年3月（土） 19:30～ 月夜野総合体育館【月夜野教室 片野：☎62-1788】

4月～翌年3月（水） 20:00～ 新治Ｂ＆Ｇ海洋センター【新治教室 大川：☎64-0524】

4月～翌年3月（火） 19:30～ 月夜野南部体育館【月夜野南部教室 高柳：☎090-7245-9634】

○バレーボール教室
4月～翌年3月（月） 19:00～ 新治Ｂ＆Ｇ海洋センター【新治教室 大川：☎090-2326-9140】

4月～翌年3月（水・金）19:30～ 月夜野総合体育館【月夜野教室 佐々木：☎72-1088】

○ホッケー教室【三富：☎090-8496-7765】

4月～翌年3月 毎月第３（土）月夜野人工芝ホッケー場

https://minakami-hockey.com
○卓球教室【関：☎66-1244】

4月～翌年3月 19:30～21:30 新治中体育館

（火・金）


