
期　　日 競技種目 大　　会　　名 会場（都道府県） 出場対象者 備　　考
4月6日 レスリング ジュニアクイーンズカップ・レスリング選手権大会 東京都 小・中学生女子 連盟登録により出場可
4月25～27日 レスリング JOCジュニア・オリンピックカップ・レスリング大会 神奈川県 中学生 男子は予選あり、女子は無し
6月6～8日 レスリング 全国中学生レスリング選手権大会 茨城県 中学生 連盟登録により出場可
7月25～27日 レスリング 全国少年少女レスリング選手権大会 東京都 小学生 連盟登録により出場可
7月25日～27日 フェンシング 全国少年フェンシング大会 東京都 小・中学生 県予選・東日本予選通過
8月7日～12日 ソフトボール 全日本中学生男女ソフトボール大会 大阪府 中学生 県予選通過
8月11日～14日 軟式野球 全日本少年軟式野球大会 神奈川県 中学生 県予選・関東予選通過　※前泊
8月中旬 ゴルフ 全国小学生ゴルフ大会 未定 小学生 関東予選通過時
8月22～24日 空手道 全国中学生空手道選手権大会 兵庫県 中学生 県予選通過により出場可
8月20日～22日 ゴルフ 日本ジュニアゴルフ選手権競技 埼玉県 中学生 関東予選通過時
10月5日 レスリング 全日本女子レスリングオープン選手権大会 静岡県 小５～中学生女子 連盟登録により出場可
11月2日 フェンシング 全国カデ・フェンシング選手権大会（フルーレ） 茨城県 中学生 日本フェンシング協会登録済者
11月下旬 レスリング 全国中学生選抜レスリング選手権大会 東京都 中学生 連盟登録により出場可
12月上旬 駅伝 全国小学生クロスカントリーリレー研修大会 大阪 小学５～６年 県予選通過により出場可
1月8日～11日 フェンシング JOCジュニア・オリンピック・カップ・フェンシング大会 東京都 中学生 全国少年大会（中学生の部）８位以内時

3月7～8日 レスリング 全国少年少女選抜レスリング大会 東京都 小学４～６年 連盟登録により出場可
3月未定 空手道 全国中学生空手道選抜大会 北海道 中学生 県予選通過により出場可

期　　日 競技種目 大　　会　　名 会場（都道府県） 出場対象者 備　　考
5月3日 レスリング 南関東中学生レスリング選手権大会 千葉県 中学生 オープン参加
5月3日～5月5日 フェンシング 東日本少年個人フェンシング大会 東京都 小・中学生 日本フェンシング協会登録済者
7月6日 軟式野球 全日本少年軟式野球大会関東予選 群馬県 中学生 県予選通過
7月29日 ゴルフ 関東小学生ゴルフ大会決勝 千葉県 小学生 県予選通過により出場可
7月30日～8月1日 ゴルフ 関東ジュニアゴルフ選手権決勝 千葉県 中学生 県予選通過により出場可
10月4日～10月5日 空手道 関東中学生空手道選手権大会 埼玉県 中学生 県予選通過により出場可
2月15日 駅伝 キッズクロスカントリーリレー大会 埼玉県 小学生 関東小学生陸上競技連盟登録済

2月7日～8日 フェンシング 関東少年フェンシング大会 高崎市 小・中学生 日本フェンシング協会登録済者
3月1日 レスリング 関東甲信越少年少女レスリング大会 館林市 小・中学生 オープン参加

期　　日 競技種目 大　　会　　名 会場（市町村） 出場対象者 備　　考
4月5日 軟式野球 全日本少年軟式野球大会東毛地区予選 桐生市 中学生
4月19日 長距離 チャレンジミートゥinくまがや 埼玉県熊谷 中学生
4月26～27日 空手道 群馬県空手道選手権大会 前橋市 小学生 全日本少年少女選手権大会県予選を兼ねる

5月3日～5月5日 ソフトテニス 山中湖ワールドジュニアソフトテニス選手権春季大会 山中湖村 中学生
5月10日～11日 軟式野球 全日本少年軟式野球大会群馬県予選 前橋市・太田市 中学生
5月11日 ゴルフ 群馬県小学生ゴルフ大会（兼）関東小学生ゴルフ大会群馬県予選 安中市 小学生
5月11日 ゴルフ 群馬県ジュニアゴルフ選手権（兼）関東ジュニアゴルフ選手権群馬県予選 安中市 中学生
5月17日 レスリング 館林市民春季レスリング大会 館林市 小・中学生
5月18日 体操 桐生市体操競技選手権大会 桐生市 小学生
6月8日 フェンシング 群馬県少年フェンシング大会 前橋市 小・中学生
6月21日 ソフトボール 全日本中学生男女ソフトボール大会群馬県予選会 太田市 中学生
6月29日 体操 群馬県小学生総合体育大会体操競技・新体操大会 前橋市 小学生
7月19日 空手道 群馬県中学生空手道選手権大会兼関東中学生空手道選手権大会県予選会 前橋市 中学生
8月3日 レスリング 群馬県スポーツ少年団大会レスリング競技会 前橋市 小・中学生
9月6日 レスリング 館林市民秋季レスリング大会 館林市 小・中学生
9月7日 レスリング 会津たじま少年少女レスリング大会 田島町 小・中学生
9月28日 空手道 群馬県空手道錬成大会 前橋市 小・中学生
10月4日～5日 フェンシング みのわもみじカップ大会（フェンシング） 箕輪町 小・中学生
10月上旬 レスリング 栃木県少年少女レスリング選手権大会 足利市 小・中学生
10月中旬 レスリング 那珂川町町長杯少年レスリング大会 那珂川町 小・中学生
11月2日 レスリング 群馬県小学生総合体育大会レスリング競技会 館林市 小学生
11月15日 体操 群馬県体操競技選手権大会 前橋市 小学生
11月16日 レスリング 上武洋次郎杯邑楽町少年少女レスリング大会 邑楽町 小・中学生
11月16日 フェンシング 群馬県小学生総体兼ジュニア選手権大会 高崎市 小・中学生
11月23日 空手道 東毛ブロック空手道大会 前橋市 小・中学生
12月6日 レスリング 千代田町少年少女レスリング大会 千代田町 小・中学生
12月6日 駅伝 群馬県小学生駅伝競走大会 前橋市 小学生
12月21日 空手道 群馬県中学生空手道選抜大会 前橋市 中学生 全国中学生空手道選抜大会県予選を兼ねる

1月18日 レスリング 館林市スポーツ少年団レスリングクラブ交流大会 館林市 小・中学生
2月1日 空手道 群馬県道場対抗空手道大会 前橋市 小・中学生
2月8日 バレーボール 群馬県６人制女子親善大会（中学女子の部） 伊勢崎市 中学生
3月1日 駅伝 クラブ対抗少年少女駅伝競走大会 前橋市 小学5～6年生
3月15日 レスリング 少年少女レスリングおおまま大会 みどり市 小・中学生
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