月

４

団体名

５

６

７

・上越地区U-12 リーグ（～9 月）

・直江津カップ
・少年サッカー選手権（国民共済）
・JY トレセン選考会
・キッズサッカーフェスティバル

・JY トレセン開校式
・S 審判3 級昇級講習会
・U-8 交流会

・キッズサッカー大会地区予選（U－10）
・総会
・U13U14 トレセン対抗戦
・U15 トレセン対抗戦

・第７２回近県選手権大会
・第1 回指導者講習会
・春季高等学校地区大会

・第５０回上越地区中学校選手権大会
・新潟県高校総体（女子の部）

・第１３回上越市中学校大会
・第４０回本間一夫杯
・ミニバス選抜優勝大会上越予選会

・第６８回上越地区中学校大会
・第４回フレッシュミニバス大会

・第56 回ニッタク杯争奪上越地区卓球選手権大会
・新潟県実業団卓球選手権大会兼全日本クラブ卓球選
手権大会県予選会
・春季上越地区高校卓球大会

・第14 回上越オープンラージボール大会

上越サッカー協会
上越市テニス協会

上越市
バスケットボール協会

上越卓球連盟

・高円宮賜杯第38 回全日本学童難市野球大会
・高円宮賜杯第38 回全日本学童軟式野球大会予選

・第33 回読売学童野球新潟県大会予選

上越市野球協会

NPO 法人新潟県
セパタクロー協会
上越市ゴルフ連盟
・第1 回サン杯上越地区大会
・第15 回いいやま菜の花大会
・第1 回虹の架け橋大会

・第6 回福宝杯上越地区大会
・第5 回リフレ上越くわどり湯ったり村
・第33 回全国選抜大会
・第23 回にいがたねんりん大会
・第33 回市長杯予選兼第12 回ブロック予選会

・第33 回北信越選手権大会
・第33 回市長杯決勝大会
・第12 回ブロック選手権大会
・国体北信越予選会
・第11 回ハリカ杯GB大会

・上越ブロック 3 級審判員研修会
・ニューグリーンカップにいがたオープン 2018
・第6 回メディカル＆ケア予選会
・第18 回連盟杯チャリティ大会
・第34 回県選手権大会
・第5 回リボーン杯予選会
・第23 回全国ジュニア大会
・3 級審判員資格試験指定講習会
・全国世代交流

・月例会

・月例会

・月例会

・月例会

上越ゲートボール連盟

上越アーチェリークラブ

・総会

上越市スキー協議会

上越
アイスホッケー連盟

上越スケート連盟

ジュニア育成強化練習（基礎トレーニング、早朝ローラースキートレーニング、雪上実践トレーニング）
第11 回上越市長杯青スホッケー大会（成
年男女）

・第12 回上越オールドタイマーアイスホッケーフェス
ティバル

・新潟県スケート連盟会長杯フィギュアスケ
ート大会

・理事会

・新潟県選手権

・加須カップ

・富山県ジュニア大会
・くもこん 3 コンペ

・リード新潟県小学生大会
・i-nnc Ⅽarp
・北信越国体

・練習会12回
・ジュニアクラブ指導4 回
・新潟県DS 大会

・練習会12回
・ジュニアクラブ指導5 回

・練習会12 回
・ジュニアクラブ指導4 回
・ダンスフェスタ

・練習会12回
・ジュニアクラブ指導6 回
・全日本選手権シニアⅢ

・直江津駅 トレーニングウォーク
・新井桜巡り
・滝寺不動

・岩屋堂観音～シーサイドパーク名立
・鍋の会 大潟県民いこいの森

・宿泊ウォーク 加賀百万石ツーデーマーチ
・柏崎市街周遊 酒蔵見学

・筒石駅～能生駅
・南高田駅 トレーニングウォーク

・第３３回上越ディスクゴルフ大会

・第１８回新潟オープン大会

上越市山岳連盟

上越市スポーツ少年団

上越市
ダンススポーツ連盟

上越歩く会

上越ディスクゴルフクラブ

月

８

団体名
上越サッカー協会

９

１０

１１

・ジュニアユース、ユース清水遠征
・はねうまカップユース大会
・上越サッカー選手権大会

・新津カップ 5年生大会地区予選

・全日本少年サッカー大会
・サッカー選手権大会決勝

・U13 トレセン対抗戦
・U14 トレセン対抗戦
・U15 トレセン対抗戦

・上越地区中学生選抜セレクション
・２０市職員スポーツ大会
・第１３回ミニバス市内大会・フレッシュミニバス
交流大会
・北信越国体（成年男女・少年女子）
・上越市中学生強化練習会
・高等学校上越地区1.2年生大会

・第２３回上越カップミニバス交歓会

・第１３回上越市中学校新人大会
・W リーグアルビ BB 公式戦

・第４８回市民体育祭
・第１５回ミカサ杯中学校大会
・新潟県ミニバス大会上越地区予選会

・上越支部カデット卓球大会

・新潟県硬式卓球ダブルス選手権大会

・上越市民体育祭・市民卓球大会
・上越地区中学校新人卓球大会
・新潟県カデット卓球強化大会

・第35 回会長杯争奪上越地区卓球選手権大会
・秋季上越地区高校卓球大会

・第63 回中部日本都市対抗軟式野球大会

・第72 回新潟県知事杯争奪軟式野球大会

・第40 回東日本軟式野球大会予選

・第36 回JA えちご上越高田年金友の会
・ほくほく沿線親善GB大会
・3 級審判員資格試験
・第11 回ブロックジュニア大会
・第7 回県ジュニアオープン
・第24 回ねんりん予選会
・第2 回サン杯上越地区大会
・山之内観光大使杯円楽大会

・第73 回国民体育大会
・審判員登録更新（前期）
・第14 回上越タイムス旗争奪予選会
・第31 回県選抜大会
・第2 回虹のかけ橋大会
・第29 回高田年金友の会
・第24 回ねんりんブロック
・第6 回メディカル＆ケア決勝大会

・第5 回リボーン杯決勝大会
・日本の蔵王・円楽杯
・第41 回シニア GB 大会
・第33 回市民総合体育祭
・全国ミドルオープン 2018
・第18 回JA えちご上越地域年金友の会GB大
会
・第14 回上越タイムス旗争奪決勝大会
・審判員記録更新（後期）
・第2 回市GB協議会会長杯争奪大会
・1.2 級審判試験指定講習会

・月例会

・月例会

・月例会

上越市テニス協会

上越市
バスケットボール協会

上越卓球連盟

上越市野球協会

NPO 法人新潟県
セパタクロー協会
上越市ゴルフ連盟

上越ゲートボール連盟

上越アーチェリークラブ

上越市スキー協議会

・ジュニア登山訓練
・ジュニア夏季練習会
・ジュニア夏季合宿

・第31 回全国健康福祉祭
・1.2 級審判資格受験チャレンジセミナー
・1.2 級審判員資格試験
・普及委員研修会
・第27 回県ジュニア選手権大会

・理事会

・上越市民体育祭アイスホッケー大会
・ジュニア強化練習会
・指導者講習会

上越
アイスホッケー連盟

・ジュニア強化練習会
・指導者講習会

・第４８回上越市民体育祭スケート大会

上越スケート連盟

上越市山岳連盟

・ベースキャンプフェスティバル 2017
・8GARDE コンペ
・JOC ジュニアオリンピック大会
・リトルフォレスト小学生B大会

・ノボリバ新人戦大会

・福井国体

・ロックユーコンペ

・練習会12回
・ジュニアクラブ指導4 回
・公認指導員研修会参加
・北信越大会

・練習会12回
・ジュニアクラブ指導4 回
・新潟DS 大会

・練習会12 回
・全国都道府県対抗ダンススポーツ大会
・ジュニアクラブ指導

・練習会12 回
・ジュニアクラブ指導
・三笠宮杯観戦

・蓮見ウォーク

・黒姫高原
・春日山駅 トレーニングウォーク

・市民ウォーク 柳葉ひまわり
・NST 協力事業 第7 回上杉謙信公ウォーク
・新井矢代方面

・ウォーキング＆健康づくり体験
・大池小池

・第３４回ディスクゴルフ大会

・JDC ミニ大会

上越市スポーツ少年団

上越市
ダンススポーツ連盟

上越歩く会

上越ディスクゴルフクラブ

月

１２

団体名

１

２

３

・東北電力杯地区予選（U-12 フットサル）

・上越地区少年フットサル大会
・上越フットサル選手権大会

・ジュニア・ジュニアユース清水遠征
・バーモントカップ地区予選（U-11 フットサル）
・上越フットサル選手権
・幼稚園大会

・S 審4 級審判認定講習会

・第５０回上越地区中学校新人大会
・第２回指導者講習会
・第４１回平野杯高等学校大会

・上越市・妙高市中学校１年生大会
・第１３回ミニバス市内大会・フレッシュミニバス
交流大会

・第２９回上越カップ近県中学校大会
・第１０回永野一郎杯ミニバス大会

・全国教育系大学選手権大会
・第４１回本間一夫杯大会
・ミニバススプリングチャレンジカップ 2019
・定例総会
・第２１回細野カップカーニバル・男子交流会

・上越市中学校強化大会

・北信越中学校選抜強化大会

上越サッカー協会

上越市テニス協会

上越市
バスケットボール協会

・ 卓球指導者講習会

上越卓球連盟

その他、ジュニア教室（年間）
、上越地区強化練習会（年間）

上越市野球協会
NPO 法人新潟県
セパタクロー協会
上越市ゴルフ連盟
・冬季ゲートボール教室開校
・国体公開競技新潟予選会

・第9 回リレーション 3 ブロック予選

・公認審判員研修会
・第9 回県リレーション 3 競技会
・第20 回冬季教室ハウス対抗親善大会

上越ゲートボール連盟

上越アーチェリークラブ
・第2 回総会

・上越選手権大会
・県中スキー大会

・全中スキー大会
・レルヒカップ
・レルヒ祭

・ジュニア強化練習会
・指導者講習会

・ジュニア強化練習会
・指導者講習会

・ジュニア強化練習会
・指導者講習会

・ジュニア強化練習会
・上越連盟会長杯アイスホッケー大会

・OBUSE OPEN OASIS CUP
・ボルダリング群馬カップ
・新潟県小学生B 大会

・日本ユース選手権大会

・練習会12 回
・ジュニアクラブ指導

・練習会12回
・ジュニアクラブ指導

上越市スキー協議会

上越
アイスホッケー連盟

・（県記録）記録会
・理事会

上越スケート連盟

上越市山岳連盟

・リードコバトンカップ
・上州キッズ B コンペ
・クライミング講習会

上越市スポーツ少年団

上越市
ダンススポーツ連盟

・ウインターダンスフェスタ
・練習会12回
・ジュニアクラブ指導

・雁木通り

上越歩く会

上越ディスクゴルフクラブ

・練習会12回
・総会
・ジュニアクラブ指導

