
2023年　スペシャルオリンピックス日本　コーチクリニック　年間実施計画

開催月 開催確定日程 実施ブロック 実施地区 実施競技 コーチクリニック開催場所 時間

1月 日程再調整中 中国・四国 山口 アルペンスキー 未定

1月 2023年1月22日 関東 埼玉 フロアボール 埼玉県立大宮北特別支援学校　体育館

1月 2023年1月29日 関東 埼玉 馬術 未定

1月 東海・北信越 長野 アルペンスキー

1月 2023年2月26日 近畿 京都 陸上競技 京都市立元新洞小学校

1月 2023年1月29日 九州 鹿児島 バドミントン 鹿児島市心身障害者総合福祉センター　ゆうあい館

1月or2月 九州 福岡 フロアボール

2月 2023年2月25日 関東 埼玉 アルペンスキー 新潟県岩原スキー場

2月 2023年2月5日 関東 埼玉 卓球 桶川坂田コミュニティーセンター・体育室

2月 関東 栃木 バスケットボール

2月 3/12or3/26 東海・北信越 静岡 卓球 沼津市　サンウェルぬまづ/PingPongStudio Nissy

2月 東海・北信越 静岡 ボウリング

2月 2023年2月26日 近畿 大阪 フロアホッケー タツタ電線株式会社　体育館

2月 中国・四国 広島 ヤングアスリート

3月 北海道・東北 北海道 アルペンスキー

3月 北海道・東北 北海道 クロスカントリースキー

3月 北海道・東北 北海道 スノーシューイング

3月 北海道・東北 北海道 スノーボード

3月 関東 千葉 サッカー

3月 関東 千葉 スノーシューイング

3月 関東 埼玉 フィギュアスケート

3月 関東 千葉 フロアボール

3月 関東 山梨 ボウリング

3月 近畿 兵庫 テニス

3月 2022年3月12日 近畿 滋賀 バドミントン プロシードアリーナHIKONE（彦根市スポーツ・文化交流センター）

3月 近畿 京都 フロアボール

3月 中国・四国 広島 競泳

3月 九州 沖縄 バスケットボール

3月 九州 熊本 SOボッチ

3月or4月 関東 埼玉or千葉 テニス

3月or5月 東海・北信越 石川 バスケットボール

3月 東海・北信越 新潟 フロアボール

4/16～23 北海道・東北 福島 バスケットボール

4月 北海道・東北 岩手 フライングディスク

4月 関東 山梨 競泳

4月 関東 埼玉 陸上競技

4月 中国・四国 島根 柔道

4月 中国・四国 広島 バスケットボール

4月 中国・四国 広島 フロアホッケー

4月 中国・四国 山口 ヤングアスリート

4月 九州 鹿児島 競泳

4月 九州 熊本 陸上競技

4月or5月 東海・北信越 愛知 フライングディスク

4月or5月 九州 宮崎 ボウリング

5月 関東 山梨 フロアホッケー

5月 関東 東京 ボウリング

5月 東海・北信越 新潟 フロアホッケー

5月 近畿 大阪 ゴルフ

5月 近畿 滋賀 卓球

5月 近畿 和歌山 ボウリング

5月 近畿 滋賀 SOボッチ

5月 中国・四国 広島 競技チア

5月 中国・四国 広島 フロアボール

5月 中国・四国 香川 SOボッチ

5月 中国・四国 山口 ユニファイドスポーツ

5月 九州 佐賀 バスケットボール

5月 九州 佐賀 フライングディスク

5月or6月 九州 長崎 SOボッチ

5月or6月 東海・北信越 福井 陸上競技

5月or6月 東海・北信越 愛知 陸上競技

5月or8月 関東 千葉 陸上競技

6月 関東 千葉 ボウリング

6月 北海道・東北 青森 競泳

6月 北海道・東北 北海道 卓球



6月 関東 栃木 競泳

6月 関東 群馬 テニス

6月 関東 埼玉 バスケットボール

6月 東海・北信越 愛知 柔道

6月 東海・北信越 愛知 テニス

6月 東海・北信越 新潟 バスケットボール

6月 近畿 大阪 MATP

6月 中国・四国 愛媛 競泳

6月 中国・四国 山口 バスケットボール

6月 中国・四国 愛媛 バドミントン

6月 中国・四国 島根 フロアホッケー

6月 中国・四国 愛媛 陸上競技

6月 九州 大分 SOボッチ

6月or7月 東海・北信越 富山 競泳

6月or7月 九州 長崎 バドミントン

7月 九州 福岡 競泳

7月 北海道・東北 北海道 陸上競技

7月 関東 山梨 ショートトラックスピードスケート

7月 関東 栃木 卓球

7月 近畿 滋賀 競泳

7月 近畿 和歌山 柔道

7月 中国・四国 山口 ボウリング

8月 北海道・東北 青森 陸上競技

8月 東海・北信越 三重 サッカー

8月 九州 熊本 フライングディスク

9月 関東 東京 競技チア

9月 関東 栃木 ボウリング

9月 関東 東京 陸上競技

9月 東海・北信越 新潟 競泳

9月 近畿 滋賀 バスケットボール

9月 中国・四国 島根 卓球

9月 中国・四国 徳島 SOボッチ

9月 九州 大分 競泳

10月 関東 千葉 卓球

10月 関東 茨城 馬術

10月 近畿 奈良 競泳

10月 近畿 兵庫 陸上競技

10月 中国・四国 山口 バドミントン

10月 九州 熊本 サッカー

10月or11月 東海・北信越 福井 競泳

10月or11月 東海・北信越 富山 フロアホッケー

11月 関東 栃木 競技チア

11月 関東 東京 ショートトラックスピードスケート

11月 九州 鹿児島 アルペンスキー

11月or12月 九州 長崎 陸上競技

12月 関東 東京 卓球

12月 関東 東京 バスケットボール

12月 関東 神奈川 バドミントン

12月 九州 大分 フライングディスク


