
　事業名 予定 結果

１） 連盟総会 ○ １月25日　：　勤労福祉会館　18:00～ 実施

２） 春季大会 ○抽選会　　３月２８日　：　勤労福祉会館（分館） 3/21代理抽選会

（市川市共催） ○開会式　　４月５日　：　妙典少年野球場 中止

○大会日　　４月５日・１２日・１９日・２６日・２９日・５月３日　：　各球場 中止

○閉会式　　５月３日　：　妙典少年野球場 中止

３） 友遊ボール ○大会日　　５月１７日　：　妙典球場・妙典広場 中止

４） 夏季大会 ○抽選会　　５月３０日　：　全日警ホール（予定） 7/25代理抽選

（市川市共催） ○開会式　　６月７日　：　妙典少年野球場 中止

○大会日　　６月７日・１４日・２１日・７月５日・１２日・１９日　：　各球場 8/2～9/20

○閉会式　　７月２３日　：　妙典少年野球場 9月20日

５） 低学年大会 ○抽選会　　５月３０日　：　全日警ホール（予定） 7/25代理抽選

（市川市共催） ○開会式　　６月２１日　：　妙典少年野球場 中止

○大会日　　６月２１日・２８日・７月５日・１２日・１９日・２３日　：　各球場 9/20～10/25

○閉会式　　７月２３日　：　妙典少年野球場 10月25日

6） JCOM旗争奪戦 ○抽選会　　７月１１日　：　市川駅南公民館 中止

（関東学童新人戦） ○大会日　６月６日：開会式　８月２２日・２３日・２９日　：　妙典球場・妙典広場

７） ブロック対抗戦 ○抽選会　　７月１１日　：　市川駅南公民館 中止

○大会日　　９月１２日・１３日　：　妙典球場・妙典広場

８） 第14回小笠原杯 ○抽選会　　１０月１０日　：　勤労福祉センター 大会議室 中止

（市川市共催） ○開会式　　１０月１８日　：　妙典少年野球場

○大会日　　１０月１８日・１１月８日・１５日・22日　：　各球場

○閉会式　　１１月２１日　：　妙典少年野球場

９） 6年生特別大会 市内205名の6年生全員で11チーム、3ブロックにて予選、本選を行いました。 10/18～11/8

１０） 連盟行事 ○肘検診　　１月１３日　塩焼小学校体育館

○チーム審判登録者講習会

２月１１日（祝）：南ブロック 実施

２月２４日（振）　：東ブロック 実施

３月１日（日）　：西ブロック 7/5に実施

○審判指導者講習会 　１１月２９日　：　妙典少年野球場 12/6福スポ

○納会 　１２月１９日　：　功徳林（予定） 中止

１１） 会議 ○役員会・理事会

１月１２日、２月２２日、7月25日（妙典球場にて）、それ以外は全て中止

○臨時役員会を随時実施（全て屋外）

○審判部会　　１月１１日　：　市川駅南公民館
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2020年１月１日から１２月３１日まで

2月29日から全てのチーム活動を中止

6/6（土）活動再開



　事業名 　事業名・実施日 結果

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（新規のみ） 実施

第１日　　２月１５日　（土）　会場　：　成田国際文化会館

第２日　　２月１６日　（日）　会場　：　成田国際文化会館

②千葉県少年野球連盟審判指導者講習会 実施

２月２３日　（日）　会場：袖ヶ浦市今井球場

１３）千葉県大会 ①第７回千葉県少年野球女子大会  ： 千倉総合運動場、館山運動公園　他 中止

大会日　５月１６日（土）・１７日（日）　予備日２３日（土）

②第４０回全日本学童軟式野球千葉県大会  ： 未定 中止

大会日　５月２４日（日）・３０日（土）・３１日（日）　予備日６月６日（土）

③第４３回関東学童野球千葉県大会  ： 未定 中止

大会日　６月２０日（土）・２１日（日）・２７日（土）　予備日２８日（日）

④第５０回千葉県少年野球大会　（千葉日報旗）　：　第一カッター球場 中止

大会日　８月１日（土）・２日（日）・８日（土）・９日（日）・１０日（祝）・１５日（土）・１６
日（日）・２２日（土）　予備日２３日（日）

⑤第９回千葉県少年野球友遊ボール東西中央ブロック大会 中止

大会日　７月５日（日）　：　フクダ電子G　予備日11日（土）

⑥第２９回千葉県少年野球友遊ボールチャンピオン大会 中止

大会日　９月５日（土）　：　百目木公園G　予備日６日（日）

⑦第２６回千葉県少年野球低学年大会　（ロッテ旗） 中止

大会日　９月１２日（土）・１３日（日）・１９日（土）・２０日(日）　　予備日２１日（祝）：
　印旛地域（予定）

⑧第２２回関東学童秋季千葉県大会（日本ハム旗） 中止

　大会日　１０月１０日（土）・１１日(日)・１７日(土)　　予備日１８日（日）：　青葉の森G、他

⑨第５回千葉県少年野球秋季女子大会

大会日　１０月２４日（土）・２５日（日） 予備日３１日（土）　：　袖ヶ浦G 市川3位

⑩第３６回少年野球千葉県選手権大会（ろうきん旗） 中止

　大会日　１１月１日(日)・３日（祝）・７日（土）・８日（日)・１４日（土）　予備日１５日（日）：　北総地域（予

千葉県少年野球特別交流大会（32チーム）にて実施。11月1日～11月15日

⑪第１９回千葉県少年野球地域対抗６年生選抜大会

大会日　１１月２８日（土）・２９日（日）　：　船橋市民球場、ゼットエーボールパーク 市川準優勝

１４）東葛地区大会 ①春季大会 中止

大会日　５月２３日（土）・２４日（日）：　市川市　抽選会日は未定

②秋季大会 中止

大会日　１１月１５日（日）、２１日（土）、予備日２２日（日）　：　浦安市

１５）親善大会 ①五市親善大会 中止

大会日　１０月３日（土）、４日（日）、予備日１０日（土）　：　浦安市

②市川市・浦安市親善少年野球大会　（予備日未定） 中止

大会日　９月２６日（土）　：　浦安市

2020年１月１日から１２月３１日まで
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大会名 　個人表彰

１） 夏季大会 最優秀選手賞

（８～９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）低学年大会 最優秀選手賞

（９～１０月） 優秀選手賞

　同上

敢闘賞

優秀選手賞

　同上

　同上

　同上

　同上

３） 優勝

6年生特別大会 2位

（10～11月）3位

（県大会）

市川キングスター（西ブロック）

南ブロックブルー（南ブロック）

少年野球特別交流大会（32チー
ム）

１）

２）

11月1日、3日、
7日、14日

平川レッドスターズ

成　績

２０２０年１月１日から１２月３１日まで

市川市女子選抜チーム
（市川ガールズ）

3位

ベスト8

第１８回千葉県地域対抗
６年生選抜大会

第４回千葉県少年野球秋季女
子大会 10月24日・25日

ベスト8

１回戦敗退

市川南スパローズ

11月28日・29日

大会名

土屋　薫

市川市選抜チーム 準優勝
３）

平川レッドスターズ

イケメンボーイズ（真間平川曽谷連合）（西ブロック）

ルネ新妙典マリーンズ

　チーム名

本塩子供会野球部

米　亮輔

山岡　千恵

海老原　涼亜

準優勝

平川レッドスターズ

本塩子供会野球部

優　勝

平川レッドスターズ

中島　透

渡邊　晴弘

大野ホーマーズ

鶴指少年野球部

AKキッズ

日下部　匠

四 位

菊川　翔聖 ルネ新妙典マリーンズ

ルネ新妙典マリーンズ

ルネ新妙典マリーンズ

市川南スパローズ

かもめファイターズジュニア
柏木　仁祐

押尾　颯真

市川南スパローズ

櫻井　佳輝

今野　愛彩

優　勝

高貝　規仁

小倉　透

準優勝

三 位

四 位

筒井　駿

本塩子供会野球部

本塩子供会野球部
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市川南スパローズ
佐藤　馨太

谷口　莉央

福栄かもめファイターズ

福栄かもめファイターズ

菅野ポールスターズ

市川南スパローズ

真間ウエスタン

福栄かもめファイターズ

三 位
遠山　勇芯

かもめファイターズジュニア

市川南スパローズ

市川南スパローズ

永沼　雄也

かもめファイターズジュニア

森山　優太

チーム名

ルネ新妙典マリーンズ

真間ウエスタン

チーム表彰 選手名 チーム名

真間ウエスタン
久保田　在春

馬嶋　洋翔
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