
R2.2.6現在

3 8日(日)・14日(土) 春季軟式野球大会 蘇南多Ｇ・南野Ｇ

15日㈰ 本部退団式 市民文化会館 21日(土) 春季軟式野球大会（予） 蘇南多Ｇ・南野Ｇ

22日(日) 春季軟式野球大会（予） 草井Ｇ

4 5日㈰ 入団式 市民文化会館 4日(土)・11日(土) 春季ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 蘇南多Ｇ・南野Ｇ 全国スポ少軟式野球交流地区大会 岩倉

12日(日) 軟式野球審判講習会 市営Ｇ 全国スポ少軟式野球交流地区大会（予） 岩倉

18日(土) 春季ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会（予） 蘇南多Ｇ・南野Ｇ

25日(土) 春季ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会（予） 蘇南多広場・蘇南Ｇ

5 9日(土) 春季バドミントン大会 メインアリーナ

16日(土)･17日(日)･23日(土)･24日(日) 全国スポ少軟式野球交流愛知県大会 名古屋

30日(土) 全国スポ少軟式野球交流愛知県大会（予） 名古屋

6 未定 母集団研修会 ＫＴＸアリーナ 21日(日)･27日(土) 夏季サッカー大会 草井芝生広場

28日(日) 夏季サッカー大会(予) 草井芝生広場

7 4日(土) 野球教室 市営Ｇ 5日(日) 夏季サッカー大会(予) 草井芝生広場

5日(日) 夏季ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 メイン･サブアリーナ

　

全尾張小学生ソフトボール大会 一宮

8 全尾張小学生ソフトボール大会（予） 一宮

未定 指導者研修会 会議室･武道館･アリーナ 西尾張ソフトボール大会 稲沢

29日(土) 秋季ソフトボール大会 蘇南多Ｇ･南野Ｇ 西尾張バレーボール大会 一宮

西尾張軟式野球大会 愛西

西尾張軟式野球大会（予) 愛西

西尾張サッカー大会 犬山

西尾張サッカー大会（予） 犬山

県スポ少バレー交流大会尾張地区予選 未定

県スポ少西尾張北地区ｻｯｶｰ大会 未定

9 20日(日) ミズノバレーボール教室 メインアリーナ 5日(土) 秋季ソフトボール大会 蘇南多Ｇ･南野Ｇ 西尾張ソフトボール大会（予） 稲沢

12日(土) 秋季ソフトボール大会(予) 蘇南多Ｇ･南野Ｇ 県スポ少西尾張北地区ｻｯｶｰ大会 未定

13日(日) 秋季ソフトボール大会(予) 草井ソフトボール場 県スポ少西尾張北地区ｻｯｶｰ大会（予） 未定

19日(土)･21日(祝) 秋季軟式野球大会 蘇南多Ｇ･南野Ｇ

22日(祝) 秋季軟式野球大会(予） 蘇南多Ｇ･南野Ｇ

27日(日) 秋季軟式野球大会(予） 草井Ｇ

10

10日(土)･17日(土)･24日(土) 軟式野球交流大会 蘇南多Ｇ･南野Ｇ 18日(日) 県スポ少バレー交流大会 ＫＴＸアリーナ

25日(日) 運動適性ﾃｽﾄ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ大会 蘇南多目的G・南野Ｇ

11 未定 川と海のクリーン大作戦 木曽川沿い 1日(日) 軟式野球交流大会 蘇南多広場･蘇南Ｇ

7日㈯･8日㈰ バザー（産業フェスタ） すいとぴあ江南 3日(祝) 軟式野球交流大会（予） 蘇南多広場･蘇南Ｇ 3市2町親善ソフトボール大会 未定

7日(土) 軟式野球交流大会（予） 市営Ｇ 7日㈯･14日㈯ 県スポ少サッカー交流大会 蒲郡

15日㈰ 運動適性ﾃｽﾄ（予） 蘇南多目的G・南野Ｇ 23日(祝) 軟式野球交流大会（予） 蘇南多Ｇ･南野Ｇ 17日(土) 県スポ少ソフトボール交流大会 尾張旭市

24日(土) 県スポ少ソフトボール交流大会（予） 尾張旭市

28日㈯･29日㈰ 駅伝競走大会準備・駅伝競走大会 蘇南多Ｇ･多広場･南野Ｇ･蘇南Ｇ 28日㈯･29日㈰ 県スポ少サッカー交流大会（予） 蒲郡

12 5日㈯･6日㈰ 駅伝競走大会準備(予)・駅伝競走大会(予) 蘇南多Ｇ･多広場･南野Ｇ･蘇南Ｇ 13日(日) 冬季バドミントン大会 メインアリーナ

1 17日(日)･23日(土)･24日(日) 新春サッカー大会 草井芝生広場

30日(土)・31日(日) 新春サッカー大会(予) 草井芝生広場
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27日(土)・28日(日) バレーボール交流大会 メイン･サブアリーナ

3 7日(日) 冬季バレーボール大会 メイン･サブアリーナ

6日(土)・7日(日) 春季軟式野球大会 蘇南多Ｇ･南野Ｇ

21日㈰ 本部退団式 市民文化会館 13日(土)・14日(日)・20日(土) 春季軟式野球大会（予） 蘇南多Ｇ･南野Ｇ

注：グランド等の会場については、変更になる場合もありますので、大会前に確認してください。

教育リーグは大きく日程変更する可能性がありますので、詳細は各運営委員にお問い合わせください。

月
本　　　部　　　必　　　修　　　科　　　目 江　南　市　ス　ポ　ー　ツ　少　年　団　主　催　・　主　管　競　技　大　会 その他スポーツ少年団大会もしくは江南市スポーツ少年団上位競技大会

事　　　業　　　名 競　　技　　種　　目　　別　　大　　会　　名　　 競　　技　　種　　目　　別　　大　　会　　名　　



R2.1.4 現在

3 2月29日(土)･1日(日)･7日(土)･8日(日) 全日本学童軟式野球大会江南予選 市営Ｇ

15日(日)･20日(祝)･21日(土) 全日本学童軟式野球大会江南予選(予) 市営Ｇ

4 全日本学童軟式野球大会ブロック大会

全日本学童軟式野球大会ブロック大会（予）

全日本男子小学生ソフトボール尾張予選

全日本男子小学生ソフトボール尾張予選(予)

全日本学童軟式野球大会県大会

 29日(祝) 中日少年野球江南予選 草井Ｇ

5 2日(土)・3日(日)・6日(祝) 中日少年野球江南予選 草井Ｇ

9日(土)・16日(土)・23日(土) 中日少年野球江南予選(予)

全日本学童軟式野球大会県大会

3日(日） 江南市バレーボール祭小学生の部 KTX

全日本男子小学生ソフトボール県大会 蒲郡

全日本男子小学生ソフトボール県大会(予) 蒲郡

31日(日) 全日本小学生バレーボール尾張支部大会 KTX

6 27日(土)･28日(日) 県少年(学童)軟式野球大会江南予選 市営Ｇ

7 5日(日)･11日(土) 県少年(学童)軟式野球大会江南予選 市営Ｇ

12日(日)･18日(土)･24日(祝) 県少年(学童)軟式野球大会江南予選(予) 市営Ｇ

全日本小学生バレーボール県大会

県小学生ソフトボール大会尾張予選

県小学生ソフトボール大会尾張予選(予)
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中日少年野球県大会 大高

中日少年野球県大会 大高

10日(祝) 江南市小学生バレーボール大会 KTX　

県少年(学童)軟式野球大会県大会

県少年(学童)軟式野球大会県大会

県少年(学童)軟式野球大会県大会

県小学生ソフトボール大会

県小学生ソフトボール大会(予)

市営Ｇ

9 5日(日))･12日(土)･19日(土) 県少年(学童)軟式野球新人大会江南予選(予) 市営Ｇ

全尾張軟式野球大会（学童）

全尾張軟式野球大会（学童）

県小学生男子ソフトボール新人大会尾張予選

県小学生男子ソフトボール新人大会尾張予選(予)

10 全尾張軟式野球大会（学童）（予）

3日(祝) 小学生バドミントン大会 KTX

県小学生男子ソフトボール新人大会

県小学生男子ソフトボール新人大会(予)

11 県少年(学童)軟式野球新人大会県大会

県少年(学童)軟式野球新人大会県大会

12 市民スポーツ祭サッカー大会

市民スポーツ祭サッカー大会

市民スポーツ祭サッカー大会

1 9日(土)・10日(日) バレーボール新人大会尾張支部大会 KTX

17日(日) 市民ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会小学生の部 KTX

2 6日(土) 市民スポーツ祭バドミントン大会 KTX

バレーボール新人大会県大会

27日(土)・28日(日) 全日本学童軟式野球大会江南予選 市営Ｇ

3 6日(土)・7日(日) 全日本学童軟式野球大会江南予選 市営Ｇ

13日(土)・14日(日)・20日(土) 全日本学童軟式野球大会江南予選（予） 市営Ｇ

注：日程･会場は、変更になる場合もありますので、主催者に確認してください。

県少年(学童)軟式野球新人大会江南予選15日(土)･16日(日)･22日(土)･23日(日)･29日(土)･30日(日)

・古知野祭－4月11日(土)12日(日)
・子どもフェスティバル－5月24日（日）
・秋祭り－10月17日(土)18日(日)
・愛知駅伝－12月5日（土）

6月18日（木）
 ～19日（金）

6月13日（土） 5月25日（月）
 ～26日（火）

9月16日（水）
 ～17日（木）

6月13日（土）
10月2日（金）
 ～3日（土）

5月23日（土）

6月17日（水）
 ～18日（木）

6月13日（土） 5月21日（木）
 ～22日（金）

9月26日（土） 11月21日（土）

11月21日（土）

6月7日（日）
　5月28日（木）
 ～29日（金）

9月26日（土） 11月21日（土）

10月2日（金）
 ～3日（土）

6月27日（土） 10月21日（水）
 ～22日（木）

9月26日（土） 11月21日（土）

6月18日（木）
 ～19日（金）

月
そ　の　他　体　協　加　盟　競　技　団　体　大　会　等

小学校名 修学旅行
6年生

競　　技　　種　　目　　別　　大　　会　　名

令和2年度スポ少以外の大会（参加は任意） 令和2年度における主な学校・地域行事開催予定
R2.2.29現在

ふれあい学級等
キャンプ宿泊研修

5年生
運動会 学習発表会

6月13日（土） 9月25日（金）
  ～26日（土）

5月23日（土） 11月21日（土）

11月21日（土）10月1日（木）
 ～2日（金）

6月13日（土） 10月9日（金）
 ～10日（土）

5月23日（土）

9月8日（火）
 ～9日（水）

6月13日（土）
10月2日（金）
 ～3日（土）

5月23日（土） 11月21日（土）

藤里小学校

草井小学校

布袋北小学校

布袋小学校

コミュニティー
運動会

古知野南小学校

古知野西小学校

古知野東小学校
6月16日（火）
 ～17日（水）

古知野北小学校

5月12日（火）
 ～13日（水）

6月14日（日）
6月3日（水）
 ～4日（木）

9月26日（土） 11月21日（土）

10月10日（土） 11月21日（土）門弟山小学校

その他　2020年行事予定

宮田小学校
6月16日（火）
 ～17日（水）

5月16日（土） 6月3日（水）
 ～4日（木）

9月26日（土） 11月21日（土）


