
２０１７ ― ２０１８　　スポーツカレンダー 県大会規模

日 大　　　会　　　名 会　　　場

１～2 第22回群馬県サッカー協会長杯サッカー大会 群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場　他

1～2 第42回群馬県選抜少年学童軟式野球大会 上毛新聞敷島球場

1～16 第55回群馬県春季テニストーナメント兼全日本予選 ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター他

1～30 第17回群馬県小学生選手権大会兼全国小学生予選　【テニス】 前橋総合運動公園

2 第2回群馬県春季水泳記録会兼北関東群馬県予選 県立敷島プール

2 東アジアホープス国内予選群馬県選考会 【卓球】 宮城体育館

2 春季大会　【弓道】 ALSOKぐんま武道館弓道場

2 第67回群馬県剣道大会 ぐんま武道館

2 第72回国体成年男子一次予選 【剣道】 ぐんま武道館

2 第9回全日本都道府県対抗女子優勝大会県予選会 【剣道】 ぐんま武道館

2 第1回強化練習記録会（国体予選会）　【アーチェリー】
ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター
仮設アーチェリー場

3 第3回群馬ＯＷＳインドアレース2017 【水泳】 県立敷島プール

8 第29回全国ねんりんピック県予選会 【剣道】 ぐんま武道館

9 平成29年度春季群馬県馬術大会 群馬県馬事公苑

9～11/26 平成29年度　第47回群馬サッカーリーグ（ＧＳＬ） 県内各競技場

9・16
群馬県家庭婦人バスケットボ－ル選手権大会兼
全国・関東ママさん交歓大会県予選会

前橋市宮城体育館他

9・30・5/7・
14

第72回国民体育大会群馬県予選会第2次選考会 【ボウリング】 県内各ボウリング場

9～3/11
平成２９年度本部月例競技会 【ボウリング】
5/14・6/18・7/9・8/20・9/10・10/8・11/12・12/10･1/14・2/18

県内各ボウリング場

10・17・5/9・
15

第54回東日本選手権大会群馬県代表選手選考会 【ボウリング】 県内各ボウリング場

13 第一回シニア弓道大会 ALSOKぐんま武道館弓道場

15 小中学生春季弓道大会 ALSOKぐんま武道館弓道場

15・16 北関東５大学　【バスケットボール】 前橋市宮城体育館

15・22・5/6 天皇賜杯第72回群馬県大会　【軟式野球】
前橋市大胡総合運動公園野球場
上毛新聞敷島球場他

16 群馬県ソフトテニス春季大会 ＡＬＳＯＫぐんまテニスコート

16 春季アウトドア大会　【アーチェリー】
ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター
仮設アーチェリー場

16
第22回群馬県ダンススポーツ大会
第17回群馬県ダンススポーツ選手権

ALSOKぐんまサブアリーナ

16～10/9 U-12、U-11、U-10サッカーリーグin群馬2017 県内各競技場

20 群馬県レディース春季団体卓球大会 ヤマト市民体育館前橋

22 高校学年別大会 【柔道】 ぐんま武道館

22 群馬県強化選手選考会 【山岳競技】 前橋市ウォールストリート

22
第52回群馬県空手道選手権大会　形の部
（国体予選・全日本少年少女予選・マスターズ選考会）

ＡＬＳＯＫぐんま武道館

22,23,29,30 第52回県高校総合体育大会兼第65回関東大会予選　【ラグビー】 県営敷島ラグビー場他

４月



２０１７ ― ２０１８　　スポーツカレンダー 県大会規模

22・23・29・
30・5/3～5

第37回全日本学童軟式野球県大会 前橋市民球場  上毛新聞敷島球場

22・23・30
平成29年度平成29年度国民体育大会県予選会(成年の部) 及びクラブ連
盟天皇杯予選　【バスケットボール】

宮城体育館他

22-23 高校弓道春季大会 ALSOKぐんま武道館弓道場

23 ＧｕＦＡキッズサミットin群馬 【サッカー】 図南フットサルクラブ前橋

23 第42回群馬セブンズ　【ラグビー】 県営敷島ラグビ－場

23 第2回強化練習記録会（国体予選会）　【アーチェリー】
ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター
仮設アーチェリー場

23
第52回群馬県空手道選手権大会　組手の部
（国体予選・全日本少年少女予選・マスターズ選考会）

ＡＬＳＯＫぐんま武道館

23 エフエム群馬杯争奪第31回群馬県チーム選手権大会 【ボウリング】 エメラルドボウル

29 障害者大会　【陸上競技】 正田醤油スタジアム群馬

29
第25回前橋ＳＳジュニア優秀選手水泳競技大会
年齢別長水路水泳競技大会（敷島公園まつり）

前橋ＳＳ
県立敷島プール

29 2017群馬県U-11トレセンカップ 【サッカー】 未定

29 全日本卓球選手権大会（ホープス・カブ・バンビの部）県予選 宮城体育館

29 第28回敷島カップ争奪中学生大会　【ラグビー】 県営敷島ラグビ－場

29 国体群馬県予選会(少年男子・女子)　【アーチェリー】
ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター
仮設アーチェリー場

29 第17回空手道フェスティバル ＡＬＳＯＫぐんま武道館

29～5/14 平成29年度　第52回群馬県高等学校総合体育大会サッカー競技 群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場　他

29～5/27 第37回群馬県自治体職員サッカー選手権大会 群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場　他

30 群馬県高等学校総合体育大会陸上競技地区予選会（中北毛） 正田醤油スタジアム群馬

30～5/14
平成29年度第52回群馬県高等学校総合体育大会
第22回女子サッカー競技大会

群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場　他

～11月 第21回群馬県シニア40サッカーリーグ 県内各競技場

～11月 第14回群馬県シニア50サッカーリーグ 県内各競技場

～11月 第5回群馬県シニア60サッカーリーグ 県内各競技場

～11/25 高円宮杯ＧｕＦＡ U-18リーグ2017 【サッカー】 県内各競技場

～12/10 高円宮杯第10回GuFAユース（U-15）サッカーリーグ2017 県内各競技場

日 大　　　会　　　名 会　　　場

3,4,5,6,7 第52回県高校総合体育大会兼第65回関東大会予選　【ラグビー】 県営敷島ラグビー場他

4～6 第4回群馬県女子学童学童軟式野球大会 上毛新聞敷島球場

5～20 第18回群馬県春季ベテランテニス大会 ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター

5・6・12・13 県高等学校総合体育大会（団体・シングルス） 【卓球】 ALSOKぐんまアリーナ他

6 第34回全日本小学生ソフトテニス選手権大会群馬県予選会 前橋総合運動公園テニスコート

6～9
平成29年度第52回群馬県高等学校総合体育大会兼
平成29年度関東高等学校自転車競技選手権大会群馬県予選会

ヤマダグリーンドーム前橋

7 群馬マスターズ春季陸上競技大会 正田醤油スタジアム群馬

7 第28回群馬県スポーツ少年団空手道交流大会 ＡＬＳＯＫぐんまアリーナ

５月



２０１７ ― ２０１８　　スポーツカレンダー 県大会規模

7～6/4 第22回群馬県クラブユース（Ｕ-15）サッカー選手権大会 群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場　他

11 第二回シニア弓道大会 ALSOKぐんま武道館弓道場

12 高校総体（個人） 【柔道】 ぐんま武道館

12～14
第52回群馬県高等学校総合体育大会兼平成29年度第71回関東高等学
校バスケットボ－ル選手権大会県予選会

各高等学校体育館他

12～14 高校総体　【弓道】 ALSOKぐんま武道館弓道場

12～14 第52回群馬県高校総体兼関東大会予選 【剣道】 ぐんま武道館

12～14
第52回群馬県高校総体空手道競技兼
第46回関東高校空手道選手権大会県予選

宮城体育館

13 全国レディース卓球大会ダブルスの部県予選会 前橋市勤労福祉会館

13 高校総体（団体） 【柔道】 ぐんま武道館

13 第1回ぐんラボカップ中学生大会　【ラグビー】 県営敷島ラグビー場

13・14 県高等学校総合体育大会（13・14）関東大会予選　【アーチェリー】
ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター
仮設アーチェリー場

14 障害者記録会　【陸上競技】 正田醤油スタジアム群馬

14 第40回全国ＪＯジュニア予選会 【水泳】　 前橋大渡温水

14 第52回県高校総体 兼 関東予選会　【ウエイトリフティング】 前橋育英高校

14
第6回天野健太郎メモリアルカップ大会
　（第72回国民体育大会群馬県選手選考馬術大会）

群馬県馬事公苑

14 「形」競技会【柔道】 ぐんま武道館

14・20 関東中学生県予選大会(団体戦)　【テニス】 県営敷島公園

18-21 群馬県高等学校総合体育大会陸上競技 正田醤油スタジアム群馬

20 第52回関東高校選抜大会県予選会（水球） 前商プール

20 全国小学生学年別大会選考会 【柔道】 ぐんま武道館

20～6/18 平成29年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技　群馬県予選 正田醤油スタジアム群馬　他

20～6/11 第72回群馬県実業軟式野球大会 前橋市民球場  上毛新聞敷島球場他

21 第54回群馬県春季新人水泳競技大会 県立敷島プール

21 第72回国体成年男子二次予選・成年女子予選会 【剣道】 ぐんま武道館

21
第26回群馬県中学校空手道選手権大会兼
第25回全国中学生空手道選手権大会県予選

ＡＬＳＯＫぐんま武道館

21・28
第48回全国ママさん県予選会兼協会長杯ママさん大会(決勝一次二次)
　【バレーボール】

宮城体育館

23～11/28 第27回群馬県女子サッカーリーグ 県内各競技場

26・27 群馬大学　四大学対抗戦　【弓道】 ALSOKぐんま武道館弓道場

27 第68回北関東五大学水泳競技大会 県立敷島プール

27
平成29年度第27回全国高校定時制通信制大会県予選会
　【バスケットボール】

前橋清陵高校

27 全国高校総体予選（個人） 【柔道】 ぐんま武道館

27・6/3・4・
11・17・18・

第73回国民体育大会県予選大会　【テニス】 ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター

28 障害者記録会　【陸上競技】 正田醤油スタジアム群馬

28 高段者大会 【柔道】 ぐんま武道館

28 群馬選手権大会　【弓道】 ALSOKぐんま武道館弓道場



２０１７ ― ２０１８　　スポーツカレンダー 県大会規模

28 第34回5･6･7段選手権大会 【剣道】 ぐんま武道館

28 第56回全日本女子剣道大会県予選会 【剣道】 ぐんま武道館

28 第11回全国都道府県対抗少年剣道大会県予選会 【剣道】 ぐんま武道館

28 第4回強化練習記録会（国体予選会）　【アーチェリー】
ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター
仮設アーチェリー場

～11月 第1回U-15群馬県女子ユースサッカーリーグ 各地域競技場

～11/30 第41回実業団対抗テニス大会 県内各地

日 大　　　会　　　名 会　　　場

3 群馬県中学校春季大会陸上競技記録会
正田醤油スタジアム群馬
高崎市浜川競技場

3
第44回全国高等学校定時制通信制体育大会県予選会
　【バレーボール】

前橋清陵高校

3 全国定通制卓球大会県予選 前橋清陵高校

3 県月例会　【弓道】 ALSOKぐんま武道館弓道場

3～12/3
平成29年度第6回群馬県サッカー協会長杯ＧｕＦＡユース（U-13）
サッカーリーグ2017

県内各競技場

4 群馬県記録会　【陸上競技】 正田醤油スタジアム群馬

4 第40回全国ＪＯ夏季大会群馬県予選会 【水泳】 県立敷島プール

4 第42回群馬県少年フェンシング大会 ヤマト市民体育館前橋　剣道場

4 県高校選手権（4・5）　【アーチェリー】
ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター
仮設アーチェリー場

8 県民スポーツ祭還暦弓道大会 ALSOKぐんま武道館弓道場

10・11 群馬県中学校春季大会　【バレーボール】 ALSOKぐんまアリーナ他

10・11 高校選手権大会　【弓道】 ヤマト前橋市営弓道場

10・11 中体連春季県大会 【剣道】 宮城体育館

10・17 全国高校総体県二次予選会 【卓球】 ヤマト市民体育館前橋他

11 関東ジュニア体重別予選 【柔道】 ぐんま武道館

11 第27回群馬県スポーツチャンバラ選手権大会＆オープン大会 ALSOKぐんま武道館　大道場

13 役員大会 【ゲートボール】 幸始園（大渡緑地ゲートボール場）

17 全国小学生陸上競技交流大会群馬県選考会 正田醤油スタジアム群馬

17 全国高校総体予選（団体） 【柔道】 ぐんま武道館

17 高校弓道選手権大会 ALSOKぐんま武道館弓道場

17・18
平成29年度群馬県高校選手権水泳競技大会（競泳・飛込）
第85回日本高等学校選手権大会関東地域群馬県予選会

県立敷島プール

17・18
群馬県スポ－ツ少年団第36回関東ブロック県予選
　【バスケットボール】

県総合スポ－ツセンタ－　ALSOKぐんまア
リーナ他

17･18
第54回兼高等学校ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ選手権大会　兼
第63回全国高等学校ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ選手権大会県予選会

ヤマト市民体育館前橋　剣道場

17･18 全国高校総体剣道大会県予選会 ぐんま武道館

17・18・24・
25

第70回 全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技県予選会平成
29年度国民体育大会選手選考会

ヤマト市民体育館前橋・各高等学校体育館

６月
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17・7/1・8・
9・23・29・30

群馬リ－グ（1部・2部・3部・4部・女子のいずれか）
　【バスケットボール】

宮城体育館他

18 2017年度全国実業団対抗水泳競技大会群馬県予選会 県立敷島プール

18 第5回強化練習記録会（国体予選会）　【アーチェリー】
ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター
仮設アーチェリー場

18 第37回上毛新聞争奪ゲートボール大会 幸始園（大渡緑地ゲートボール場）

18 第8回スーパーシニア大会 【ゲートボール】 幸始園（大渡緑地ゲートボール場）

18 第5回群馬県・前橋市ダンススポーツ大会 ヤマト市民体育館前橋

24 平成29年度群馬県高校選手権水泳競技大会（水球） 前商プール

24 国民体育大会県選考会成年男女一次予選会 【卓球】 宮城体育館

24 国体予選（成年男子・女子） 【柔道】 ぐんま武道館

24・25 全日本中学校通信陸上競技群馬県大会 正田醤油スタジアム群馬

24・25
平成29年度群馬県高校空手道選手権大会兼
第44回全国高校総合体育大会空手道競技県予選

ＡＬＳＯＫぐんま武道館

25 平成29年度ジュニア選抜水泳競技大会 前橋大渡温水

25 第72回国民体育大会群馬県選手選考会② 【ソフトテニス】 ＡＬＳＯＫぐんまテニスコート

25 平成29年度夏季群馬県馬術大会 群馬県馬事公苑

25 本部審査会 【柔道】 ぐんま武道館

25 県月例会　【弓道】 ALSOKぐんま武道館弓道場

25 第26回群馬県ジュニア競技大会 【ボウリング】 エメラルドボウル

～3月 第11回群馬女子ユースU-18交流リーグ 【サッカー】 各地域競技場

未定 第8回群馬県専門学校フットサル大会 前橋市内フットサル場

日 大　　　会　　　名 会　　　場

1 第25回群馬県中学校春季選抜水泳競技大会　 県立敷島プール

1 国体予選（少年男子） 【柔道】 ぐんま武道館

1～11/5 ミルクカップ第41回ＧＴＶ杯争奪少年サッカー大会 正田醤油スタジアム群馬　他

1・2 群馬県陸上競技選手権大会 正田醤油スタジアム群馬

2 国民体育大会県選考会成年・少年男女二次予選会 【卓球】 ヤマト市民体育館前橋サブアリーナ

2 平成28年度第72回国民体育大会最終選考会　【アーチェリー】
ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター
仮設アーチェリー場

2 第8回リレーション大会 【ゲートボール】 幸始園（大渡緑地ゲートボール場）

6 平成29年度ジュニア夏季記録会 【水泳】 前橋大渡温水

8 第72回国民体育大会　群馬県予選会 ヤマダグリーンドーム前橋

9 天皇杯6人制バレーボール選手権大会県予選会（男子） ALSOKぐんまアリーナ

9 夏季アウトドア大会　【アーチェリー】
ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター
仮設アーチェリー場

9～8/4 第24回全国クラブチームサッカー選手権群馬県予選 群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場　他

15・16 国体群馬県陸上競技予選会 正田醤油スタジアム群馬

15・16 U－12強化練習会兼中央講習会伝達会　【バスケットボール】 未定

７月



２０１７ ― ２０１８　　スポーツカレンダー 県大会規模

17
第38回群馬県中学生空手道選手権大会兼
第20回関東中学生空手道選手権大会県予選

ＡＬＳＯＫぐんま武道館

22・23 国体関東ブロック大会　【弓道】 ALSOKぐんま武道館弓道場

22・30・
8/12・13

第58回群馬県壮年軟式野球大会 上毛新聞敷島野球場他

23 第50回全日本居合道大会選手選考会 【剣道】 ぐんま武道館

23 福祉レクリエーション研究集会 ALSOKぐんま総合スポーツセンター

23・29・
8/12・13

第35回群馬県熟年軟式野球大会 上毛新聞敷島野球場他

24～26 関東交流大会 【柔道】 ぐんま武道館

25 第52回群馬県高等学校総体水泳競技大会（水球） 前商プール

26・27・28・
29・30・8/2・
3・8・9・10

第44回群馬県中学生テニス選手権大会 県営敷島公園

28～30 第52回群馬県中学校総体水泳競技大会 県立敷島プール

28・29 群馬県中学校総合体育大会陸上競技 正田醤油スタジアム群馬

28・29 群馬県中学校総合体育大会　【バレーボール】 ALSOKぐんまアリーナ他

28・29・31 第52回 群馬県中学校総合体育大会第70回バスケットボール大会 宮城体育館他

29

第52回群馬県中学校総体水泳競技大会（飛込）
第52回群馬県高等学校総体水泳競技大会（飛込）
平成29年度群馬県選手権水泳競技大会（飛込）
第11回群馬県小学生総体水泳競技大会（飛込）

県立敷島プール

29 中学校総体（団体） 【柔道】 ぐんま武道館

30 障害者記録会　【陸上競技】 正田醤油スタジアム群馬

30 中学校総体（個人） 【柔道】 ぐんま武道館

30 第17回群馬コンパウンドオープン大会　【アーチェリー】
ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター
仮設アーチェリー場

～9/17 第29回群馬県シニアサッカー選手権大会Over40 県内各競技場

～9/17 第15回群馬県シニアサッカー選手権大会Over50 県内各競技場

日 大　　　会　　　名 会　　　場

1 第52回群馬県高等学校総体水泳競技大会（競泳） 県立敷島プール

2・3・12・13 第41回群馬県小学生総合体育大会　【テニス】 ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター

5 小中学生秋季大会　【弓道】 ALSOKぐんま武道館弓道場

5・6 第53回群馬県スポーツ少年団大会　【ソフトボール】 前橋市北部運動場

5～10 第48回群馬県少年学童軟式野球大会（総体） 上毛新聞敷島野球場他

8 第47回群馬県小学校水泳教室記録会 県立敷島プール

8・9 第16回群馬県ジュニアクラブﾞ対抗大会　【テニス】 ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター

11 第21回群馬県家庭婦人バスケットボ－ル近県交歓大会 宮城体育館

11 第41回群馬県小学生総合体育大会ソフトテニス大会 前橋総合運動公園テニスコート

13 群馬県スポーツ少年団大会 【柔道】 ぐんま武道館

13 群馬県スポーツ少年団県大会 【剣道】 ぐんま武道館

19 障害者記録会　【陸上競技】 正田醤油スタジアム群馬

８月



２０１７ ― ２０１８　　スポーツカレンダー 県大会規模

19 群馬県小学生強化講習会 【卓球】 宮城体育館

19 国体関東ブロック大会 【柔道】 ぐんま武道館

19・20 第72回国民体育大会軟式野球競技関東ブロック予選会 上毛新聞敷島野球場他

19～9/10 第56回群馬県秋季テニストーナメント(男子C級) 前橋総合運動公園ほか

20
平成29年度県民体育大会水泳競技大会
第67回群馬県都市対抗水泳競技大会（館林市主管）

県立敷島プール

20 群馬県遠的選手権大会　【弓道】 ALSOKぐんま武道館弓道場

20 第65回全日本剣道選手権大会県予選会 ぐんま武道館

24 平成29年度群馬県高等学校新人水泳競技大会 県立敷島プール

26 JFAフットボールデー2017in群馬 群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場　他

26・27 第32回富士スバルカップミニバスケットボール大会 ALSOKぐんまアリーナ他

26～9/16 第45回関東自治体職員サッカー選手権大会群馬県予選 群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場　他

26～10/15 高円宮杯第29回全日本ユース（Ｕ-15）サッカー選手権大会群馬県大会 群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場　他

26～11/4 平成29年度　第96回全国高等学校サッカー選手権大会群馬県予選 正田醤油スタジアム群馬　他

27 群馬マスターズ陸上競技選手権大会 正田醤油スタジアム群馬

27 県月例会・国体壮行会　【弓道】 ALSOKぐんま武道館弓道場

27 群馬県高校アーチェリー記録会
ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター
仮設アーチェリー場

27～9/24 第56回清水善造杯群馬県テニス選手権大会 ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター

下旬 第27回全国専門学校サッカー選手権大会北関東予選 前橋総合運動公園

日程未定 第30回前橋ミニトライアスロン大会 群馬大学周辺コース

日 大　　　会　　　名 会　　　場

2 ジュニアオリンピック陸上競技大会群馬県予選会 正田醤油スタジアム群馬

2 第4回関東小中学生クライミング選手権大会群馬県代表選手選考会 ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター

2 第46回群馬県レクリエーション大会 ALSOKぐんま武道館

2・3・10・17・
18・23

第45回群馬県クラブ人軟式野球大会 上毛新聞敷島野球場他

3 夏季強化記録会　【陸上競技】 正田醤油スタジアム群馬

3
第42回群馬県小学生選手権水泳競技大会
第41回群馬県小学生総体水泳競技大会

県立敷島プール

3 群馬県道場連合会大会 【柔道】 ぐんま武道館

3・9 全日本卓球選手権大会（カデットの部）県予選 ALSOKぐんまアリーナ

9 群馬県中学校新人大会陸上競技記録会 正田醤油スタジアム群馬他

9 高校強化選手選考会（男女） 【柔道】 ぐんま武道館

9・10 群馬県自転車競技連盟ジュニアクラブ記録会 ヤマダグリーンドーム前橋

9・10 第30回関東中学新人戦県予選大会(団体戦）　【テニス】 県営敷島公園

10 平成29年度群馬県中学校新人水泳競技大会 県立敷島プール

10 JFAキッズサッカーフェスティバル2017群馬in東毛 未定

10 平成29年度県選手権大会　【ウエイトリフティング】 前橋育英高校

９月



２０１７ ― ２０１８　　スポーツカレンダー 県大会規模

10 第31回県女子選手権大会　【ウエイトリフティング】 前橋育英高校

10 第37回知事杯選手権大会 【ゲートボール】 幸始園（大渡緑地ゲートボール場）

10 第9回スーパーシニア大会 【ゲートボール】 幸始園（大渡緑地ゲートボール場）

14 第三回シニア弓道大会 ALSOKぐんま武道館弓道場

15～17 国公立26大学対抗陸上競技大会 正田醤油スタジアム群馬

16･17 高体連県選手権大会 【剣道】 ぐんま武道館

16・17 県高校秋季大会（16・17）関東選抜大会予選　【アーチェリー】
ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター
仮設アーチェリー場

17 第1１回群馬県シニアサッカーフェスティバル 群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場　他

17 第14回群馬県小学生ソフトテニス団体戦大会 ＡＬＳＯＫぐんまテニスコート

18 全国小学生駅伝群馬県予選会兼記録会 正田醤油スタジアム群馬

23 平成29年度群馬県高等学校定通制選手権大会　【バスケットボール】 前橋清陵高校

23 前橋市民スポーツ祭ハンドボール大会 ヤマト市民体育館前橋

23 全日本卓球選手権大会（ジュニアの部）県予選 ALSOKぐんまアリーナ

23 群馬県スポーツ少年団中学生交流大会 【柔道】 ぐんま武道館

23 第14回群馬県学生空手道選手権大会 ＡＬＳＯＫぐんま武道館

23 第28回クインズ選手権大会 【ゲートボール】 幸始園（大渡緑地ゲートボール場）

23・24 群馬県高等学校新人陸上競技大会 正田醤油スタジアム群馬

24 第72回群馬県選手権水泳競技大会（競泳） 県立敷島プール

24 第44回群馬県成年・シニアソフトテニス選手権大会 県営敷島公園テニスコート

24 全日本卓球選手権大会（シングルスの部）県予選 宮城体育館

24 紅白試合、壮年大会、女子年齢別大会 【柔道】 ぐんま武道館

24 秋季大会　【弓道】 ALSOKぐんま武道館弓道場

24 2017群馬ラグビーフットボールリーグ 県内各グラウンド

24 秋季アウトドア大会　【アーチェリー】
ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター
仮設アーチェリー場

24 平成29年度群馬県空手道錬成大会 ＡＬＳＯＫぐんま武道館

30 前橋トライアスロン大会 敷島公園周辺

30～10/22 第30回関東中学新人戦県予選大会(個人戦）　【テニス】 県営敷島公園

30～10/9 第19回関東学童軟式野球秋季群馬県大会
前橋市大胡野球場
上毛新聞敷島球場他

30・10/1 平成29年度　第21回群馬県ユース（Ｕ-15）フットサル大会 未定

30・10/1 第8回全日本女子ユース（U-15）フットサル大会群馬県大会 未定

～3月 キッズエリート交流リーグ戦 【サッカー】 未定



２０１７ ― ２０１８　　スポーツカレンダー 県大会規模

日 大　　　会　　　名 会　　　場

1
群馬県障害者スポーツ大会（水泳）
第72回群馬県選手権水泳競技大会（水球）

ふれあいプラザ
県立敷島プール

1・15・22 2017群馬ラグビーフットボールリーグ 県内各グラウンド

3 群馬県レディースぺマッチ卓球大会 ヤマト市民体育館前橋

7 障害者記録会　【陸上競技】 正田醤油スタジアム群馬

7 群馬県定通制秋季卓球大会 前橋清陵高校

7・8・14・
11/4

第63回群馬県町内対抗軟式野球大会 上毛新聞敷島球場 

7・8・9・
10/15

第2回群馬県ガールズトーナメント軟式野球大会 上毛新聞敷島球場

8 全日本卓球選手権大会（ダブルスの部）県予選 宮城体育館

8
第29回館林近隣なぎなた大会
第34回県民スポーツ祭ぐんまねんりんピック2017

ALSOKぐんま武道館他

8 前橋市少林寺拳法大会 前橋市大胡体育館

8・14・21・
28・29

第40回東日本軟式野球大会群馬県予選会 上毛新聞敷島球場他

9 群馬マスターズクラブ対抗陸上競技大会 正田醤油スタジアム群馬

9 第32回群馬県スポーツ少年団ソフトテニス交流大会 ＡＬＳＯＫぐんまテニスコート

9 第27回県中学生大会　【ラグビー】 県営敷島ラグビー場

11・12 第2１回上毛新聞社旗大会 【ゲートボール】 幸始園（大渡緑地ゲートボール場）

14・15 群馬県高等学校陸上競技強化大会 正田醤油スタジアム群馬

14・15 群馬県中学校新人卓球大会 ALSOKぐんまアリーナ

14・15
平成29年度群馬県高校空手道新人大会兼
第26回関東高校空手道選抜大会県予選

ＡＬＳＯＫぐんまサブアリーナ

14・15
平成29年度群馬県高等学校自転車競技選手権大会兼
平成29年度第３回関東高等学校新人自転車競大会予選会兼
前橋市民スポーツ祭自転車競技大会

ヤマダグリーンドーム前橋

15 第14回群馬県ジュニアスプリント水泳競技大会 前橋大渡温水

15 第51回群馬県アウトドア選手権大会　【アーチェリー】
ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター
仮設アーチェリー場

21 群馬県中学校混成競技記録会 正田醤油スタジアム群馬

21 県高等学校定時制通信制選手権大会　【バレーボール】 前橋清陵高校

21・22 高校新人戦　【弓道】 ALSOKぐんま武道館弓道場

21・22 上毛新聞社旗 【剣道】 ぐんま武道館・アリーナ

21・22 県高校新人戦（21・22）　【アーチェリー】
ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター
仮設アーチェリー場

21・22・28・
11/12

第11回会長賞　県熟年選手権大会　【軟式野球】
前橋市民球場
上毛新聞敷島球場他

22 ファミリーフットサル　ファーストステージ 未定

22 前橋市長杯ローズカップ　【ラグビー】 県営敷島ラグビー場

27 第34回県民スポーツ祭・第22回ぐんまねんりんﾋﾟｯｸ2017　【ソフトボール】 前橋市桃の木川グランド

27 ぐんまねんりんピック 【剣道】 ぐんま武道館

28 第2回距離別競技会　【ショートトラックスケート】 ALSOKぐんまアイスアリーナ

１０月



２０１７ ― ２０１８　　スポーツカレンダー 県大会規模

28 群馬県小学生陸上教室記録会 正田醤油スタジアム群馬

28 ぐんまねんりんピックソフトテニス大会 ＡＬＳＯＫぐんまテニスコート

28・11/4・12 第11回会長賞　県壮年選手権大会　【軟式野球】 上毛新聞敷島球場

28・29・11/4 第70回全日本高等学校選手権大会県予選会　【バレーボール】
前橋高校・前橋工業高校・前橋東高校・市立
前橋高校・ALSOKぐんまアリーナ

29 第35回群馬県小学生ソフトテニス研修大会 前橋総合運動公園テニスコート

29 審議部紙上審査会、定例会、本部審査会 【柔道】 ぐんま武道館

29 第40回小学生総体 【剣道】 ぐんま武道館

29～11/19 第33回群馬県ジュニアテニストーナメント
ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター・
前橋総合運動公園他

29～11/26 第41回全日本少年サッカー大会群馬県大会 前橋市総合運動公園　他

日 大　　　会　　　名 会　　　場

4 群馬県高等学校新人卓球大会（団体の部） 宮城体育館他

4 中学校新人大会 【柔道】 ぐんま武道館

4･5
第53回県高等学校フェンシング新人大会　兼
第37回関東高等学校選抜フェンシング大会県予選会

ヤマト市民体育館前橋　剣道場

5 県民体育大会陸上競技 正田醤油スタジアム群馬

5 第55回群馬県民体育大会　【テニス】 ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター

5 平成29年度秋季群馬県馬術大会 群馬県馬事公苑

5 県民大会 【柔道】 ぐんま武道館

5 第97回全国高校ラグビー大会県予選準決勝 県営敷島ラグビー場

5 第55回群馬県民大会秋季大会空手道競技 ＡＬＳＯＫぐんま武道館

5 第55回群馬県民体育大会秋季大会ボウリング競技会 エメラルドボウル

5 平成30年全国選抜県予選大会 【ゲートボール】 幸始園（大渡緑地ゲートボール場）

5・12 群馬県民体育大会秋季大会 ALSOKぐんまアリーナ・宮城体育館他

5・12 第55回群馬県民体育大会秋季大会　【ソフトボール】 前橋市桃の木川グランド

7 群馬県レディース秋季団体卓球大会 ヤマト市民体育館前橋

9・10・12 第44回上毛新聞社旗争奪軟式野球選手権大会 上毛新聞敷島球場

11 群馬県中学校駅伝競走大会 前橋総合運動公園陸上競技場周辺コース

11 高校新人大会 【柔道】 ぐんま武道館

11 第97回全国高校ラグビー大会県予選決勝 県営敷島ラグビー場

11・12 群馬県高等学校強化大会混成競技会 正田醤油スタジアム群馬

11・12・18・
19・23

ＪＡ共催カップ群馬県小学校総合体育大会関東大会県予選
群馬県小学校総合体育大会交歓大会　【バスケットボール】

宮城体育館他

12 第27回県競技会　【ショートトラックスケート】 ALSOKぐんまアイスアリーナ

12 県国体予選兼県フィギュア選手権 ALSOKぐんまアイスアリーナ

12 第18回群馬県年齢別短水路水泳競技大会 前橋大渡温水

12 県民体育大会(市・郡の部)　【バレーボール】
ALSOKぐんまアリーナ
サブアリーナ・ぐんま武道館

１１月



２０１７ ― ２０１８　　スポーツカレンダー 県大会規模

12 第55回県高校選手権大会　【ウエイトリフティング】 ヤマト市民体育館前橋

12 第29回県中学（小学）選手権大会　【ウエイトリフティング】 ヤマト市民体育館前橋

12 第54回群馬県民体育大会ソフトテニス競技会 ＡＬＳＯＫぐんまテニスコート

12 第55回群馬県民体育大会　【フェンシング】
ＡＬＳＯＫぐんまサブアリーナ
フェンシング場

12 県民体育大会　【弓道】 ALSOKぐんま武道館弓道場

12 群馬県民剣道大会 ぐんま武道館

12 第54回群馬県民体育大会（主管事業）　【アーチェリー】
ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター
仮設アーチェリー場

12,19,26 2017群馬ラグビーフットボールリーグ 県内各グラウンド

12・19・26・
12/10

文部科学大臣杯争奪第56回全日本選手権大会群馬県代表選手選考会
 【ボウリング】

県内各ボウリング場

18 第15回群馬県桐生協会長杯・関東選抜アイスホッケー大会（小学生） ALSOKぐんまアイスアリーナ

18 障害者記録会　【陸上競技】 正田醤油スタジアム群馬

18 ぐんま武道フェスティバル 【剣道】 ぐんま武道館

18 ぐんま武道フェスティバル【空手】 ＡＬＳＯＫぐんま武道館

18 第4回群馬県武道フェスティバル　【なぎなた】 ALSOKぐんま武道館

18・19 群馬県警察少年柔剣道大会 ぐんま武道館

18～26 群馬リ－グ（1部）　【バスケットボール】 宮城体育館他

19 イナホスプリント選手権 【水泳】 県立敷島プール

19 JFAキッズサッカーグラスルーツフェスティバル2017群馬in中毛 県立敷島公園サッカー・ラグビー場　他

19 第41回小学生総体　兼　第42回県ｼﾞｭﾆｱ選手権大会　【フェンシング】 ヤマト市民体育館前橋　剣道場

19 第7回警察少年柔道剣道大会 【柔道】 ぐんま武道館

19 実業団大会 【柔道】 ぐんま武道館

19 女子部後期大会　【弓道】 ヤマト前橋市営弓道場

19・20 平成29年度群馬県高校各地区新人大会　【バスケットボール】 各地区

23 ガールズサッカーフェスティバル 未定

23 群馬県小学生強化講習会 【卓球】 宮城体育館

23 学生フェスティバル 【柔道】 ぐんま武道館

23 平成29年度群馬県高等学校教職員大会　【ソフトボール】 前橋市北部運動場

23 第1回インドア大会　【アーチェリー】
ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター
サブアリーナ

23 前橋近郊なぎなた大会 ヤマト前橋市民体育館剣道場

23・25 第11回中学生郡市選抜交流大会　【バスケットボール】 ALSOKぐんまアリーナ他

25 群馬県小学生駅伝競走大会 正田醤油スタジアム群馬

25 群馬県中学３年生シングルスソフトテニス大会 県営敷島公園テニスコート

25 小学生総合体育大会　【弓道】 ALSOKぐんま武道館弓道場

25 関地連主催群馬県中学生弓道大会 ALSOKぐんま武道館弓道場

25～12/17 第19回ぐんまオープンジュニアテニストーナメント
ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター
前橋総合運動公園他

26 第52回県高校総合体育大会・第51回中学校フィギュアスケート選手権 ALSOKぐんまアイスアリーナ



２０１７ ― ２０１８　　スポーツカレンダー 県大会規模

27・28 平成29年度群馬県高等学校自転車競技新人大会 ヤマダグリーンドーム前橋

未定 武道フェスティバル 【柔道】 ぐんま武道館

日 大　　　会　　　名 会　　　場

2 ぐんま小学生チャレンジリーグ2017 【卓球】 宮城体育館

3 国体予選　【ショートトラックスケート】 ALSOKぐんまアイスアリーナ

3 平成29年度ジュニア選抜水泳記録会 前橋大渡温水

3 小学生総体 【柔道】 ぐんま武道館

3 納射会　【弓道】 ALSOKぐんま武道館弓道場

3・10 2017群馬ラグビーフットボールリーグ 県内各グラウンド

6～21 ＭＵＦＧジュニアテニストーナメント県予選大会 前橋総合運動公園

9 群馬県道場連盟小中学生剣道錬成大会 ぐんま武道館

9 第7回ボルダリング群馬カップ 前橋市ウォールストリート

9・16
第7回ミズノカップミセスチャンピオンシップ　決勝一次・二次
　【バレーボール】

宮城体育館他

10 第44回県高校新人大会　【ウエイトリフティング】 前橋育英高校

10 2017群馬ラグビーフットボールリーグ 県営敷島ラグビー場

16 平成30年度群馬県空手道連盟強化選手選考会 ＡＬＳＯＫぐんま武道館

16～17 関東近県中学校錬成大会 【柔道】 ぐんま武道館

17 「冬季」ソフトバレー・群馬県フェスティバル 宮城体育館

22～24 関東近県高校女子交流大会 【柔道】 ぐんま武道館

23（午前） 第2回インドア大会　【アーチェリー】
ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター
サブアリーナ

23（午後）･
24

インドア高校生大会（23(午後)・24）　【アーチェリー】
ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター
サブアリーナ

～2/12 平成29年度　第68回群馬県サッカー総合選手権大会 群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場　他

12月中 第17回県協会主催中学生バスケットボール大会（佐藤杯予選） ブロック予選（各地区）

日 大　　　会　　　名 会　　　場

6・7・8・14・
21

第49回　全国大会県予選会　ＪＡカップ　【バスケットボール】 ALSOKぐんまアリーナ他

7 初射会　【弓道】 ALSOKぐんま武道館弓道場

7・8 第58回群馬県総合ハンドボール選手権大会 ヤマト市民体育館前橋

8 第22回前橋ＳＳ新春水泳競技大会 前橋ＳＳ

13 群馬県高等学校新人駅伝競走大会 正田醤油スタジアム周回コース

13 群馬県中学校新人駅伝競走大会 前橋総合運動公園陸上競技場周辺コース

13 群馬県小学生強化講習会 【卓球】 宮城体育館

13
第12回群馬県中学生空手道選抜大会兼
第12回全国中学生空手道選抜大会県予選

ＡＬＳＯＫぐんま武道館

１２月

2018年1月



２０１７ ― ２０１８　　スポーツカレンダー 県大会規模

13 フォローアップセミナー 【レクリエーション】 ALSOKぐんま総合スポーツセンター

13～14 全国高校選手権大会予選 【柔道】 ぐんま武道館

13～2/4 平成29年度群馬県高等学校サッカー新人大会 群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場　他

14
第33回群馬県水泳連盟新年記録会
第18回群馬県クラブ対抗水泳競技大会

県立敷島プール

14 寒稽古・群剣連十傑表彰 【剣道】 ぐんま武道館

14
第41回群馬県小学生総体
第44回群馬県小学生空手道選手権大会　【空手】

ＡＬＳＯＫぐんま武道館

20 県高校新人剣道大会兼全国選抜大会予選 【剣道】 ぐんま武道館

20 平成29年度県高校新人大会準決勝　【ラグビー】 県営敷島ラグビー場

20・21・27 第17回県協会主催中学生バスケットボール大会（佐藤杯決勝T） 宮城体育館他

21 第18回群馬県ディスタンス招待公認記録会 【水泳】 県立敷島プール

21 第3回・第4回インドア大会　【アーチェリー】
ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター
サブアリーナ

21・27・28 平成29年度群馬県総合選手権大会（佐田杯）　【バスケットボール】 宮城体育館他

27 平成29年度県高校新人大会決勝　【ラグビー】 県営敷島ラグビー場

28 群馬県１００ｋｍ駅伝競走大会 群馬県100km駅伝県央コース

28 第43回上毛新聞社杯・群馬インドアソフトテニス大会 ＡＬＳＯＫぐんまアリーナ

28 県選手権大会･県女子選手権大会 【柔道】 ぐんま武道館

28 県民スポーツ祭アーチェリー競技会兼第5回インドア大会
ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター
サブアリーナ

28 第10回群馬県道場対抗空手道大会 ＡＬＳＯＫぐんま武道館

日 大　　　会　　　名 会　　　場

3 第6回 Ice Hockey Japan Cup U9 関東ブロック予選会　【アイスホッケー】 ALSOKぐんまアイスアリーナ

3・4 群馬県高等学校新人卓球大会（女子シングルス・ダブルス） 宮城体育館

3～12 全国選抜ジュニア県予選大会(Ｕ12・Ｕ14)　【テニス】 ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター

4
第40回ＪＯ春季大会群馬県予選会
平成29年度群馬県高等学校新人水球競技大会

前橋大渡温水
県立敷島プール

4 段別選手権大会 【柔道】 ぐんま武道館

11 第38回スポーツ少年団交流大会　【フィギュアスケート】 ALSOKぐんまアイスアリーナ

11 ぐんまマラソン・ジュニアロードレース大会 正田醤油スタジアム群馬周辺コース

11 建国記念射会　【弓道】 ALSOKぐんま武道館弓道場

11・12 群馬県高等学校新人卓球大会（男子シングルス・ダブルス） 宮城体育館他

18 平成29年度ジュニア冬季記録会 【水泳】 前橋大渡温水

18 全国少年柔道大会県予選 【柔道】 ぐんま武道館

18 第40回群馬県インドア選手権大会　【アーチェリー】
ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター
サブアリーナ

25 第40回県小学生総体　【フィギュアスケート】 ALSOKぐんまアイスアリーナ

25 ＷＩＮＴＥＲ ＣＵＰ・第8回群馬県冬季記録会 【水泳】 県立敷島プール

26 2017年　群馬県武術太極拳選手権大会 ALSOKぐんまアリーナ

2018年2月



２０１７ ― ２０１８　　スポーツカレンダー 県大会規模

日 大　　　会　　　名 会　　　場

3 クラブ対抗少年少女駅伝競走大会 正田醤油スタジアム群馬周辺コース

3・4 第30回上毛新聞社・カインズカップ少年ラグビーフットボール大会 県営敷島ラグビー場

3・4 群馬県ミニバスケットボール連盟新人戦 宮城体育館他

3～30 第36回群馬県ジュニアテニス選手権大会
ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター・
前橋総合運動公園

4 第16回群馬県協会長杯中学大会　【バレーボール】 ALSOKぐんまアリーナ

4 スポーツ少年団小学生交流試合 【柔道】 ぐんま武道館

4 四ブロック対抗戦　【弓道】 ALSOKぐんま武道館弓道場

8 第四回シニア弓道大会 ALSOKぐんま武道館弓道場

10 平成29年度県高校７人制大会　【ラグビー】 県営敷島ラグビー場

11 第10回小学生支部選抜大会　【バレーボール】 GBスポーツセンター

11 平成30年早春群馬県馬術大会 群馬県馬事公苑

17 第21回県選手権　【ショートトラックスケート】 ALSOKぐんまアイスアリーナ

18 障害者記録会　【陸上競技】 正田醤油スタジアム群馬

18 県月例会　【弓道】 ALSOKぐんま武道館弓道場

24 群馬県中学校混成競技記録会 正田醤油スタジアム群馬

24～4月 第56回群馬県春季テニストーナメント 兼 全日本予選 ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター

2018年3月


