
平成２２年１月１日から１２月３１日まで

事業名 実施日 備考

１）連盟総会 ○ ２月１３日 ： 市民会館

２）春季大会 ○抽選会 ３月２７日 ： 勤労福祉センター 大会議室

（市川市共催） ○開会式 ４月 ４日 ： 国府台スポーツセンター野球場

○大会日 ４月 ４、１１、１８、２５、２９日 ： 各少年広場

○閉会式 ４月２９日 ： 国府台スポーツセンター野球場

３）友遊ボール ○大会日 ６月２６日 ： 妙典少年広場 Ａ・Ｂ

４）夏季大会 ○抽選会 ５月２９日 ： 市民会館

（市川市共催） ○開会式 ６月１３日 ： 国府台スポーツセンター野球場

○大会日 ６月、２０日、２７日、７月４日、１１日、１８日 ： 各少年広場

８月２９日 ： 国府台スポーツセンター野球場

○閉会式 ８月２９日 ： 国府台スポーツセンター野球場

５）低学年大会 ○抽選会 ５月２９日 ： 市民会館

（市川市共催） ○開会式 ６月１３日 ： 国府台スポーツセンター野球場

○大会日 ７月４日、１１日、１８日、１９日、２５日 ： 各少年広場

○閉会式 ８月２９日 ： 国府台スポーツセンター野球場

6）関東学童新人戦 ○ ９月 ４日、５日 ： 妙典小年広場Ａ・Ｂ

７）ブロック対抗戦 ○抽選会 ７月２４日 ： 中央公民館

（６年生） ○大会日 ９月１２日、１８日 ： 国府台スポーツセンター野球場 他

８）秋季大会 各ブロックごとに実施

９）第４回小笠原杯 ○抽選会 １０月１６日 ： 勤労福祉センター 大会議室

（市川市共催） ○開会式 １１月１４日 ： 国府台スポーツセンター野球場

○大会日 １１月１４日、２０日、２１日、２３日、１２月１２日 ： 各少年広場

○閉会式 １２月１２日 ： 国府台スポーツセンター野球場

１０）連盟行事 ○チーム審判登録者講習会

・２月 ６日 ： ３ブロック・５ブロック

・２月 ７日 ： ２ブロック・４ブロック

・２月１１日 ： １ブロック・６ブロック

○原州市交流代替事業 ８月７日～８日 ： 国府台スポーツセンター野球場

○審判指導者講習会 １１月２８日 ： 昭和学院硬式野球場

○納会 １２月１９日 ： Ｊホテル

１１）会議 ○役員会・理事会

・ ３月６日、５月８日、９月２６日、１２月５日 ： 中央公民館 他

○役員会

・ １月３１日、３月６日、３月２７日、５月８日、７月２４日 ： 中央公民館 他

・ ９月２６日、１２月５日 ： 中央公民館 他

○審判部会 ３月２８日

平成２２年度 市川市少年野球連盟事業報告



平成２２年１月１日から１２月３１日まで

事業名 事業名・実施日 備考

１２）千葉県連盟行事 ①千葉県少年野球連盟指導者認定講習会

・２月１１日、１４日 ： 成田市国際文化会館

②千葉県少年野球連盟審判指導者講習会

・２月２１日 ： 袖ヶ浦市営球場

１３）千葉県大会 ①第３０回全日本学童野球千葉県大会

大会日 ５月２２日、２３日、２９日

②第３３回関東学童野球千葉県大会

大会日 ７月１０日、１１日、１７日

③第４０回千葉県少年野球大会 （千葉日報杯）

大会日 ８月７日、８日、１１日、１４日、１５日 ： 千葉県天台野球場他

④千葉県少年野球友遊ボール大会

大会日 ８月２９日 ： 袖ヶ浦市百目木球場

⑤第１２回関東学童新人戦 （日ハム旗争奪）

大会日 １０月２日、３日、９日

⑥第１６回千葉県少年野球低学年大会 （ロッテ旗争奪）

大会日 １０月１１日、１６日、１７日、１１月３日、６日

⑦第２６回千葉県少年野球大会 （千葉ろうきん旗）

大会日 １０月２３日、２４日、３０日

１１月３日、６日、７日 ：袖ヶ浦市今井球場他

⑧第９回千葉県少年野球地域対抗６年生選抜大会

大会日 １１月２７日、１１月２８日 ： 習志野市秋津球場他

１４）東葛地区大会 ①春季大会

大会日 ５月１６日、２３日、３０日 ： 我孫子市

②秋季大会

大会日 １１月１３日、１４日 ： 鎌ヶ谷市

１５）親善大会 ①五市親善大会

大会日 １０月１１日、１６日 ： 浦安市高洲公園少年野球場 他

②市川市・浦安市親善少年野球大会

大会日 １１月１４日 ： 浦安市高洲公園少年野球場

１６） ＮＰＢＣＵＰ ①第７回ＮＰＢＣＵＰ選抜学童軟式野球大会

選抜関東大会 大会日 ９月４日、１９日 ： 岩槻川通球場、西武ドーム 他
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平成２２年１月１日から１２月３１日まで

大会名 個人表彰 選手名

１） 春季大会 最優秀選手賞

（４月） 優秀選手賞

同上

敢闘賞

優秀選手賞

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

２） 夏季大会 最優秀選手賞

（６～８月） 優秀選手賞

同上

敢闘賞

優秀選手賞

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

３） 低学年大会 最優秀選手賞

優秀選手賞

（６～８月） 同上

敢闘賞

同上

同上

同上

４） 小笠原杯 優 勝 最優秀選手賞

(11月～12月) 準優勝 優秀選手賞

３ 位 同上 田村 征雅 稲荷木イーグルス

森 和正 市川アスナロズ

稲荷木イーグルス

髙尾彬人 北方中央野球部

３ 位

石川 一

阿部直希

宮田大渡

チーム表彰

中国分ドリームス
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高谷野球部Ａ

塩焼ちどりウイングス

佐々木 駿

準優勝

４ 位

優 勝

準優勝

中国分ドリームス

優 勝 高谷野球部Ａ

平川レッドスターズ

４ 位

優 勝

平川レッドスターズ

岸本兼英 高谷野球部Ａ

３ 位

塩焼少年野球部
柳川晃太郎

今井眞治

米田一成

真間ウエスタン

松島優貴

星野恭平

田村僚一

柳 浩輔

島根寛人

吉越啓朗

本城大輔

柳澤佳佑

米田一成

望戸伸能

中国分ドリームス

大野ホーマーズＡ

大町パワーズ

鬼高フレンズ

福栄かもめファイターズ

平川レッドスターズ

塩焼少年野球部

鬼高フレンズ

香取一丁目子ども会

チーム名チーム名

小山裕輝

高谷野球部Ａ

塩焼ちどりウイングス

高谷野球部Ａ

塩焼ちどりウイングス

平川レッドスターズ

平川レッドスターズ

中国分ドリームス

角田考優 高谷野球部 Ａ

柳 浩輔 平川レッドスターズ

田中大地 高谷野球部 Ａ

高谷野球部 Ａ岸本兼英

平田サターンズＪｒ

伊藤太一

中平隼輔

中島 翼

吉越啓朗

吉山栄太

中国分ドリームス

中国分ドリームス

塩焼少年野球部

稲荷木イーグルス

北方中央野球部

市川アスナロズ

３ 位 平田サターンズジュニア

真間ウエスタン

真間ウエスタン

真間ウエスタン

南行徳ホークスＪｒ

南行徳ホークスＪｒ
南行徳ホークスジュニア準優勝

平田サターンズＪｒ

中嶋章人

清滝健介

宮本真澄

山口 剛

松本大輝

国府台じゅんさいず



（各大会） 平成２２年１月１日から１２月３１日まで

１） 東葛大会 春季大会 5月16日・23日・30日 ・塩焼ちどりウイングス ・準優勝

２） 東葛大会 秋季大会 11月13日･14日 ・高谷野球部 ・優 勝

３） 五市親善大会 10月11日・16日 ・市川市選抜Ａチーム ・優 勝

・市川市選抜Ｂチーム ・二回戦敗退

４） 市川市・浦安市親善試合 11月14日 （高）・市川市選抜チーム ・勝 利

（低）・真間Ｗ・南行徳Ｈ連合 ・勝 利

５） 第７回ＮＰＢＣＵＰ選抜学童大会 9月4日・19日 ・市川市選抜チーム ・準優勝

（県大会）

６） 第３０回全日本学童千葉県大会 5月22日・23日・29日 ・高谷野球部 ・準々決勝敗退

７） 第３３回関東学童千葉県大会 7月10日・11日・17日 ・塩焼ちどりウイングス ・準々決勝敗退

８） 第４０回千葉日報杯 8月7日・8日・11日 ・高谷野球部 ・１回戦敗退

8月14日・15日 ・塩焼ちどりウイングス ・１回戦敗退

・平川レッドスターズ ・１回戦敗退

・中国分ドリームス ・１回戦敗退

・大野ホーマーズＡ ・１回戦敗退

・大町パワーズ ・１回戦敗退

９） 千葉県少年野球友遊ボール大会 8月29日 ・新井子供会野球部

・宝スワローズ

１０）第１２回関東学童新人戦 10月2日・3日・9日 ・宮台野球部 ・２回戦敗退

１１）第１６回千葉県低学年大会 10月11日・16日・17日 ・真間ウエスタン ・１回戦敗退

・南行徳ホークスＪｒ ・２回戦敗退

１２）第２６回千葉県ろうきん大会 10月23日・24日・30日 ・高谷野球部 ・２回戦敗退

11月3日・6日・7日 ・平川レッドスターズ ・３回戦敗退

・中国分ドリームス ・準々決勝敗退

・塩焼少年野球部 ・１回戦敗退

・鬼高フレンズ ・１回戦敗退

・香取一丁目子ども会 ・２回戦敗退

１３）第９回千葉県地域対抗６年生選抜 ・市川市選抜チーム ・準々決勝敗退

チーム名 成 績
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11月27日・28日

大会名

11月3日・6日

大会名 チーム名 成 績


