
平成30年度 事業計画（案） 2018/01/26

年 大会／会議／行事／その他 開催場所 等
平成30年 3月11日 日曜日 ＊平成30年度 ≪構成会員登録締め切り≫ メール提出

＊平成30年度 ≪理事･事務局員登録締め切り≫
3月24日 土曜日 事務局（事務局･総務･経理 ）会議 10:00～12:00 宿泊研修所 第4研修室
4月8日 日曜日 ＊決算／会計監査 9:00～12:00 予定≪宿泊研修所 第4研修室≫

第1回理事会 13:00～15:00
第5回千葉県少年野球女子大会抽選会≪組合せ抽選会≫

4月21日 土曜日 第2回理事会 10:00～12:00／第1回専門部会（事業部／審判部）14:30～15:30 野球協会≪宿泊研修所 第4研修室≫
＊全日本学童軟式球大会千葉県予選≪監督会議／抽選会≫13:00～

5月5日 土曜日 第3回理事会 13:00～14:30 予定≪ｽﾎﾟｰﾂ科学C 第1研修室≫
＊平成30年度 通常総会15:00～16:30

5月12日 土曜日 第5回千葉県少年野球女子大会（JA共済連 千葉旗）≪最大16チーム≫ 安房地域
5月13日 日曜日      〃        【第6回 NPBガールズトーナメント2018】≪愛媛 8/8～13／申し込み〆7/**≫
5月19日 日曜日 予備日                 
6月2日 土曜日 第4回理事会 10:00～12:00 野球協会≪宿泊研修所 第4研修室≫

＊関東童軟式球大会千葉県予選≪監督会議／抽選会≫13:00～14:00
5月20日 日曜日 第38回全日本学童軟式球大会 千葉県大会 今井球場･コスモ球場 他
5月27日 日曜日      〃        【高円宮賜杯第38回全日本学童軟式野球大会】
6月3日 日曜日      〃                   ≪東京 8/19～24／申し込み〆7/17≫
6月9日 土曜日 予備日 茂原市営球場
6月23日 土曜日 第41回関東学童軟式野球大会 千葉県大会 青葉の森野球場 他
6月24日 日曜日      〃        【東京新聞カップ第41回関東学童軟式野球大会】
7月1日 日曜日      〃                   ≪東京 8/4～5／申し込み〆7/19≫
7月7日 土曜日 予備日 百目木公園野球場
6月24日 日曜日 千葉県少年野球友遊ﾎﾞｰﾙ東西ﾌﾞﾛｯｸ大会≪申し込み最終締め切り≫ メール提出
6月30日 土曜日 千葉県少年野球大会千葉日報旗争奪≪申込登録最終期限≫ メール提出
6月30日 土曜日 第5回理事会 10:00～12:00 予定≪宿泊研修所 大ホール≫

第2回専門部会（事業部／審判部）14:30～15:30
＊千葉県少年野球大会千葉日報旗争奪≪抽選会≫13:00～14:30

7月1日 日曜日 平成30年度≪低学年チーム登録締め切り≫＊地域別出場チーム数確定
7月14日 土曜日 第5回千葉県少年野球友遊ﾎﾞｰﾙ（東地区）大会 百目木公園野球場
7月15日 日曜日 第5回千葉県少年野球友遊ﾎﾞｰﾙ（中央地区／西地区）大会 我孫子野球場／野田河川敷野球場
7月16日 月曜日 予備日
8月4日 土曜日 第48回千葉県少年野球（千葉日報旗）大会≪48チーム≫        今井球場･袖ヶ浦市営球場 他
8月11日 土曜日           〃       
8月12日 日曜日           〃       
8月14日 火曜日           〃       
8月18日 土曜日           〃       
8月19日 日曜日 予備日 ≪未定≫
8月25日 土曜日 ＊千葉県少年野球低学年大会ロッテ旗争奪≪申込登録最終期限≫ メール提出
8月25日 土曜日 第6回理事会 10:00～12:00      第3回専門部会（事業部／審判部）14:30～15:30          予定≪宿泊研修所 大ホール≫

＊千葉県少年野球低学年大会ロッテ旗争奪≪抽選会≫13:00～14:30
8月26日 日曜日 第27回千葉県少年野球友遊ﾎﾞｰﾙ（ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ）大会 百目木公園野球場
9月1日 土曜日 予備日
9月8日 土曜日 第7回理事会 10:00～12:00 野球協会≪宿泊研修所 第4研修室≫

第4回専門部会（事業部／審判部）14:30～15:30
＊第20回関東学童軟式野球秋季大会千葉県予選≪監督会議／抽選会≫13:00～14:30

9月16日 日曜日 第24回千葉県少年野球低学年（ロッテ旗）大会 ≪32チーム≫ 松山下公園野球場 他
9月17日 月曜日           〃       
9月22日 土曜日           〃       （注：下記9/22理事会･抽選会あり）
9月23日 日曜日           〃       
9月24日 月曜日 予備日 松山下公園野球場
9月22日 土曜日 ＊少年野球千葉県選手権大会ろうきん旗争奪≪申込登録最終期限≫ メール提出
9月22日 土曜日 第8回理事会 10:00～12:00     予定≪ｽﾎﾟｰﾂ科学C 第1研修室≫

＊少年野球千葉県選手権大会ろうきん旗争奪≪抽選会≫13:00～14:30
10月7日 日曜日 第20回関東学童軟式野球秋季大会 千葉県大会 稲毛海浜･養老野球場
10月8日 月曜日      〃       【日本ハム旗第20回関東学童軟式野球秋季大会】
10月14日 日曜日      〃                  ≪鎌ヶ谷ファイターズタウン 11/17～18／申し込み〆11/2≫
10月20日 土曜日 予備日 平岡公民館野球場
10月20日 土曜日 第9回理事会 9:00～12:00           ＊次年度事業計画（案）提示 予定≪ｽﾎﾟｰﾂ科学C 第2研修室≫

＊千葉県少年野球地域対抗６年生選抜大会≪組合せ抽選会≫
＊千葉県少年野球秋季女子大会≪組合せ抽選会≫

10月13日 土曜日 第34回少年野球千葉県選手権（ろうきん旗）大会≪48チーム≫ ナスパスタジアム 他
10月21日 日曜日           〃       
10月27日 土曜日           〃       
10月28日 日曜日           〃       
11月3日 土曜日           〃       
11月4日 日曜日 予備日 下総運動公園野球場
11月11日 日曜日 第3回千葉県少年野球秋季女子大会≪最大16チーム≫ 国府台野球場 他
11月17日 土曜日           〃
11月18日 日曜日 予備日 妙典野球場
11月24日 土曜日 第10回理事会 9:00～11:00          ＊次年度事業計画（最終案）提示 予定≪ｽﾎﾟｰﾂ科学C 第2研修室≫
11月25日 日曜日 第17回千葉県少年野球地域対抗６年生選抜大会 秋津野球場 他
12月1日 土曜日           〃
12月2日 日曜日 予備日 ≪未定≫
12月8日 土曜日 千葉県少年野球連盟 納会 安房地域（館山）
12月9日 日曜日           〃

平成31年 1月19日 土曜日 第11回理事会 13:00～15:00≪H30年度事業報告／H31年度事業計画（確定案）≫ 予定≪宿泊研修所 第4研修室≫
2月9日 土曜日 平成30年度 認定指導者講習会 君津市文化ホール
2月10日 日曜日
2月16日 土曜日 第12回理事会 9:00～12:00≪総会議事／議案検討≫ 予定≪ｽﾎﾟｰﾂ科学C 第4研修室≫
2月24日 日曜日 平成30年度 審判指導者講習会 今井球場
3月17日 日曜日 ＊平成31年度 ≪構成会員登録締め切り≫ メール提出

＊平成31年度 ≪理事･事務局員登録締め切り≫ 〃
3月23日 土曜日 事務局（事務局･総務･経理 ）会議 10:00～12:00 予定≪ｽﾎﾟｰﾂ科学C 第2研修室≫

＊第6回 EneOneカップ女子学童軟式野球選手権大会（8月4～5日）   ＊第11回 GasOneカップ学童軟式野球選手権大会（8月4～5日）   ＊マリーンズJr 選考会（**月**日）

日付／曜日
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