
30.2.19

大  会  名 会    場 試合数 申込締切 監督主将会議

県選抜学童大会 ３月 ２３（金） 敷　島 （準備13:30） 2.6(火)   2.24(土)

(32) ２４（土） 〃  開会式・４ 開会式　8時      10:30

２５（日) 〃   ４ 正副会長 　　楽々園

２７（火） 〃 　４

２８（水） 〃 　４

２９（木） 〃 　４

３０（木） 〃 　４

３１（土） 〃 　４

４月 　１（日） 〃 　３ 閉会式

２(月) 〃 （予備）

３(火) 〃 （予備）

 ４(水) 〃 （予備）

 天皇賜杯県大会 ４月 １４（土） 安　中 　３ 4.2(月)   4.5(木)

(25) 桐　生 　３  　  18:30

館　林 　３

２１（土） 安　中 　３

桐　生 　３

館　林 　３

24(火)・25(水) 安中・桐生 （予備）

館林

２８（土） いずみ 　３

２８（土） 安中・桐生・館林 （予備）

29(日)・30(月) いずみ （予備）

５月 ５（土） 敷　島 　３ 表彰式

　　　　 ６(日) 〃 （予備）

 全日本学童 ４月 ２０（金） 前　橋 （準備13:30） 4.1０(火)   4. 12(木）

　　県予選大会 ２１（土） 〃  開会式・４ 開会式　8時       18:30

(32) 渋　川 　３ 正副会長

２２（日） 前　橋 　５

渋　川 　４

２８（土） 敷　島 　４

２９（日） 敷　島 　４

３０（祝） 敷　島 　４

５月  ３（木） 敷　島 　２

 ４（金） 敷　島 　２ 閉会式

5(土)・６(日) 敷島 （予備） 副会長

　県女子学童大会 ５月 ３（木） 敷　島 　３ 4.1０(火)   4. 12(木）
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大  会  名 会    場 試合数 申込締切 監督主将会議期    日

(７) ４（金） 敷　島 　２       18:30

５（土） 敷　島 　１ 表彰式

６(日) 敷島 （予備）

 県実軟大会 ５月 １８（金） 敷　島 （準備13:30）  5.8（火） 5.12(土）

      A    24 １９（土） 〃  開会式　Ａ３ 開会式　8時   Ａ･壮

      B    32 城　南 　Ａ２ 正副会長     14:00

      C    32 ２０（日） 敷　島 　Ａ３   Ｂ･Ｃ

     壮年  32 あずま   Ｂ４     16:30

(120) 桐　生   Ｂ４

館　林   Ｂ４

　 大　胡   Ｂ４

西　毛   Ｃ４

渋　川   Ｃ４

城　南   Ｃ４

沼　田   Ｃ４

　　　22(火) 敷島・大胡・伊勢崎 A/B/C（予備）

桐生・館林・西毛

渋川・城南・沼田

　　　23(水) 敷島 　　　　　A（予備）

敷島 　　　　　A（予備）

２６(土） 敷　島   Ａ４

伊勢崎 　Ｂ３

桐　生 　Ｂ３

館　林 　Ｂ３

前　橋 　Ｂ３

西　毛 　Ｃ３

渋　川 　Ｃ３

城　南 　Ｃ３

沼　田 　Ｃ３

２７(日） 敷　島 　Ａ４

太　田 　壮４

富　岡 　壮４

藤　岡 　壮４

前　橋 　壮４

 敷島・伊勢崎・桐生

　　  29(火）・30（水） 館林・前橋・西毛 Ａ/Ｂ/Ｃ（予備）

渋川・城南・沼田

　　  29(火）・30（水） 東山・富岡 壮年（予備）

藤岡・大胡

６月 ２ (土） 敷　島 　Ｃ２ Ｂ２

24（木）・25日（金）
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大  会  名 会    場 試合数 申込締切 監督主将会議期    日

城　南   Ａ４

東　山 　壮３

富　岡 　壮３

藤　岡 　壮３

前　橋 　壮３

 県実軟大会 ３(日） 敷　島 　Ｃ１・ Ｂ１ 表彰式

敷島・東山・富岡

藤岡・前橋

7（木） 敷島 B/C（予備）

９（土） 敷　島 　壮２ Ａ２

１０（日） 〃 　壮１ Ａ１ 閉会式

城南 A/壮（予備）

 県壮年大会 ７月 ２1（土） 西　毛 　４ 7.3（火）  7.5（木）

沼　田 　４

富　岡 　４

藤　岡 　４

２９（日） 西　毛 　３

沼　田 　３

富　岡 　３

藤　岡 　３

　7月31日(火)・8月1日(水) 西毛・富岡

沼田・藤岡

 ８月   １１（土） 敷　島 　２

１２（日） 〃 　１ 表彰式

9月23日(日) 〃 （予備）

 県熟年大会 ７月 ２２（日） 東　山 　４ 7.10（火）  7.12（木）

(32) 館　林 　４   　18:30

渋　川 　４

いずみ 　４

２８（土） 東　山 　３

館　林 　３

渋　川 　３

いずみ 　３

　7月31日(火)・8月1日(水) 東山・館林

渋川・いずみ

 ８月   １１（土） 敷　島 　２

１２（日） 〃 　１ 表彰式

9月23日(日) 〃 （予備）

　ＪＡ群馬杯 ８月 　３（金） 敷　島 (準備13:30) 7.17（火）  7.19（木）

A/壮（予備）

（予備）

21日・22日・23日・28日

5日（火）・6日（水）

 　（予備）
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大  会  名 会    場 試合数 申込締切 監督主将会議期    日

     県学童大会 　４（土） 〃 開会式 ４  開会式   　18:30

(32) 城　南 　４ 8.4(土)

５（日） 敷　島 　４ 7:45

城　南 　４ 正副会長

６（月） 敷島・城南 　 （予備）

  ７（火） 敷　島 　４

城　南 　４

　8（水） 敷島・城南 　 （予備）

９（木） 敷　島 　４

１０（金） 敷　島 　３ 閉会式

12（日）午後 敷　島 　 （予備）

県クラブ人大会 ９月 　１（土） いずみ 　４ 8.13(月)  8.15(水）

(32) 藤　岡 　４     18:30

　２（日） 太　田 　４

藤　岡 　４

　　　　　4(火)・5（水） いずみ・藤岡 　 （予備）

１６（日） 敷　島 　４

１７（月） 敷　島 　４

２２（土） 〃 　４

23日(日)29(土) 〃 　 （予備）

３０（日） 〃 　３ 表彰式

 ニッポンハム杯 １０月 　５（金） 敷　島 （準備 13:30）  9.24（月）   9.26(水）

  学童秋季県大会 　６（土） 敷　島 開会式 ４ 開会式　8時  　  18:30

(32) 富　岡 　２ 正副会長

藤　岡 　２

　７（日） 敷　島 　４

藤　岡 　４

　８（月） 敷　島 　４

藤　岡 　４

１３（土） 敷　島 　４

１３（土） 藤岡 　 （予備）

１４（日） 敷　島 　２

２０（土） 〃 　１ 閉会式

21（日）28(土）午後 〃 　 （予備）

ガールズトーナメント１０月 ６（土） 富　岡 　１  9.24（月）   9.26(水）

大会 ６（土） 藤　岡 　１  　  18:30

(７) ７（日） 敷　島 　１

１４（日） 敷　島 　２

２０（土） 〃 　１ 表彰式

21（日）28(土）午後 〃 　 （予備）

東日本県予選 １０月 　７（日） 西　毛 　Ｂ４ 9.22（土）  9.27（木）
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大  会  名 会    場 試合数 申込締切 監督主将会議期    日

   1部 B  32 太　田 　Ｂ４ 　  18:30

   2部 C  32 城　南 　Ｂ４

(64) 桐　生 　Ｃ４

渋　川 　Ｃ４

館　林 　Ｃ４

    前　橋 　Ｃ４

１３（土） 桐　生 　Ｃ３

１４(日) 伊勢崎 　Ｂ４

２０（土） 西　毛 　Ｂ３

伊勢崎 　Ｂ３

太　田 　Ｂ３

城　南 　Ｂ３

渋　川 　Ｃ３

館　林 　Ｃ３

前　橋 　Ｃ３

桐　生 　 （予備）

西毛・伊勢崎

いずみ・城南  

      23 (火)・24(水) 渋川

館林・前橋

　２７（土） 敷　島 　Ｃ２・Ｂ２　

２８（日） 〃 　Ｃ・Ｂ 表彰式

〃 　 （予備）

県町内対抗大会 １０月 　７（日） 富　岡 　４  9.25（火）  10.2（火）

(16) 　８（月） 〃 　４     18:30

13日（土） 〃 　 （予備）

１４（日） 〃 　４

２１（日） 敷　島 　３ 表彰式

11月4日（日） 〃 　 （予備）

 会長賞 １０月 ２１（日） 桐　生 　４ 10.8（月）  10.11（木）

 県熟年選手権大会 城　南 　４     18:30

(16) 　２７（土） 桐　生 　３

 城　南 　３

30(火)/31(水) 桐生・貝沢 （予備）

１１月 １１（日） 敷　島 　1 表彰式

〃 （予備）

 会長賞 １０月 ２７（土） 伊勢崎 　４ 10.16（火） 10.18（木）

20(土)・23(火)

11/1・2・４・23

    13（火）・17(土)

　 （予備）
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大  会  名 会    場 試合数 申込締切 監督主将会議期    日

 県壮年選手権大会 前　橋 　４      18:30

(16) １１月 　３（土） 伊勢崎 　３

前　橋 　３

　　　　6(火)・7(水）
あずま・伊勢崎

・前橋
（予備）

１１（日） 敷　島 　1 表彰式

〃 （予備）

 上毛社旗 １１月 ８（木） 敷　島 　３ 10.11（木） 10.18(木）

 県選手権大会 ９（金） 〃 　３      18:30

(8) １０(土) 〃 （予備）

１１（日） 〃 　1 表彰式

〃 （予備）

関東クラブ人大会 1１月 　３（土） 太　田 　３ 10・6（土）

(8) いずみ 　３

　４（日） 太　田 　１ 表彰式

いずみ 予備日

    13（火）・17(土)

    13（火）・17(土)
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