
第一号議案 平成２４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 ○ １月２８日　：　勤労福祉センター　

　２）春季大会 ○抽選会　　３月３１日　：　勤労福祉センター 大会議室

（市川市共催） ○開会式　　４月　８日　：　国府台スポーツセンター野球場　

○大会日　　４月８日・１５日・２２日・２９日・３０日　：　各少年広場

○閉会式　　４月３０日　：　国府台スポーツセンター野球場　

　３）友遊ボール ○大会日　　５月２７日　：　妙典少年野球場・広場　Ａ

　４）夏季大会 ○抽選会　　５月２６日　：　市民会館

（市川市共催） ○開会式　　６月１０日　：　国府台スポーツセンター野球場　

○大会日　　６月１０日・１７日・２４日　

           　　 ７月１日・８日・１５日・１６日・２２日・２９日　：　各少年広場　　

○閉会式　　８月２６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２６日　：　市民会館

（市川市共催） ○開会式　　６月１０日　：　国府台スポーツセンター野球場　

○大会日　　７月１日・８日・１５日・１６日・２２日・２９日　：　各少年広場

○閉会式　　８月２６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 １日・２日・８日　：　妙典少年野球場・広場　Ａ

　７）ブロック対抗戦 ○抽選会　　７月２１日　：　中央公民館

（６年生） ○大会日　　９月９日・１６日　：　妙典少年野球場・広場　Ａ

　８）秋季大会 各ブロックごとに実施

　９）第６回小笠原杯 ○抽選会　　１０月２０日　：　勤労福祉センター 大会議室

（市川市共催） ○開会式　　１１月１８日　：　国府台スポーツセンター野球場　

○大会日　　１１月１８日（日）・２３日（祝）・２４日（土）・２５日（日）：各少年広場

○閉会式　　１１月２５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 ・ ４　ブロック  柏井少年広場

平成２４年２月１１日（祝）   １ ・ ６　ブロック  福栄スポーツ広場

平成２４年２月１２日（日）　 　３ ・ ５　ブロック 福栄スポーツ広場

○審判指導者講習会　　　１２月９日　：　国府台スポーツセンター野球場

○納会　　　１２月１５日　：　フローラ西船

１１） 会議 ○役員会・理事会　　

　  １月１４日、２月１８日、３月２３日、４月２８日、５月１９日、７月２１日

　　９月２３日、１０月６日、１１月１７日、１２月１日　：　中央公民館　他

○事業部会　　２月１８日　：　中央公民館

○審判部会　　１月２７日　：　中央公民館
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平成２４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

第１日　　平成２４年２月１１日　（土）　　会場　：　成田国際文化会館

第２日　　平成２４年２月１２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

　平成２４年２月２６日　（日）　会場：袖ヶ浦市営球場

１３）千葉県大会 ①第３２回全日本学童軟式野球千葉県大会  ： 市原市臨海球場 他

　　大会日　平成２４年５月２７日（日）・６月３日（日）・６月１０日（日)

②第３５回関東学童野球千葉県大会  ： 千葉市平川球場 他

　　大会日　平成２４年７月８日（日）・７月１５日（日）・７月２２日（日)

③第４２回千葉県少年野球大会　（千葉日報杯）　：　県天台球場他

　　大会日　８月４日、５日、８日、１１日、１２日、１９日　

④－１千葉県少年野球友遊ボール東西ブロック大会

　　大会日　７月２２日　：　我孫子市少年野球場

④－２千葉県少年野球友遊ボール中央大会

　　大会日　８月２５日　：　袖ヶ浦市百目木球場

⑤第１４回関東学童秋季大会　（日ハム旗争奪）

　　大会日　　１０月６日(土)・１３日(土)・１４日(日)：富里中央公園野球場

⑥第１８回千葉県少年野球低学年大会　（ロッテ旗争奪）

　　大会日　１０月８日、１４日、２１日、２８日、１１月３日　：　大谷津球場他

⑦第２８回少年野球千葉県選手権（中央ろうきん旗争奪）大会　

　　大会日　１０月２１日、２７日、２８日、１１月３日、４日

　　　　　　　　　 ： 市原市臨海球場 他　

⑧第１１回千葉県少年野球地域対抗６年生選抜大会

　　大会日　１２月１日、１２月２日　：　ＱＶＣマリン他

１４）東葛地区大会 ①春季大会　　　

　　大会日　５月２６日、６月２日　：　流山市　おおたかの森スポ-ツフィルド

②秋季大会

　　大会日　１１月１０日、１１日　：　松戸市運動公園野球場 他　

１５）親善大会 ①五市親善大会

　　大会日　１０月１３日、１４日　船橋市 ： 若松公園野球場

②市川市・浦安市親善少年野球大会

　　大会日　１１月４日　：　浦安市高洲少年野球場　
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平成２４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

優秀選手賞

　同上

　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

 　三 位 　同上

塩焼ちどりウイングス

竹内　智哉 シラサギ野球部

内山　翔勝

菅野ポールスターズ

林　樹生

久保　哲汰

横谷　雄吾

新井子ども会野球部

 　四 位 菅野ポールスターズ

柏井ユナイテッドJｒ.
柏井ユナイテッドJｒ.　準優勝

柏井ユナイテッドJｒ.石川　隼多

高谷野球部Ｊｒ
竹内　亮太 高谷野球部Ｊｒ

内田　尚登 高谷野球部Ｊｒ

鶴指少年野球部

鶴指少年野球部

鶴指少年野球部

北方中央野球部

宿谷　陸

山滝　凪砂

赤堀　大翔

新井三丁目ジャガーズ

宮久保子ども会野球部

菊地レハン

菅野ポールスターズ

度会　隆輝

岩田　智樹

増田  龍一

輕部  宏紀

福栄かもめファイターズ

福栄かもめファイターズ

塩焼ちどりウイングス神谷　啓介

中国分ドリームス

宮澤　遥輝 稲荷木イーグルス

山口　剛 平田サターンズ

平田サターンズ松本　大輝

塩焼ちどりウイングス

　チーム名

鈴木　雄人

福栄かもめファイターズ

稲荷木イーグルス

福栄かもめファイターズ

稲荷木イーグルス

新井三丁目ジャガーズ

新井三丁目ジャガーズ

平田サターンズ

若宮アポロＡ

稲荷木イーグルス

平田サターンズ

ルネ新行徳野球部

新田エンゼルス

富美浜少年野球部

平田サターンズ

館山 優也

 　四 位

　優　勝

富澤　翔

下田　雄人

神保　大志

近藤　舜紀

小河原　駿

稲荷木イーグルス

林　 侑太郎 福栄かもめファイターズ

 　三 位

　優　勝

　準優勝

藤米田 涼介

山口　剛

 　四 位

　優　勝

 　三 位

平田サターンズ

鶴指少年野球部

塩焼ちどりウイングス

塩焼ちどりウイングス

岩 田 智 樹

輕 部 宏 紀

新井三丁目ジャガーズ

平方　大輝

加藤　雅健

古屋　凌

福栄かもめファイターズ
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平田サターンズ

小林　翔

福栄かもめファイターズ

稲荷木イーグルス

増 田 龍 一

シラサギ野球部

新井子ども会野球部

 　三 位

チーム表彰

大 森 哲 平

チーム名

　準優勝



（各大会） 平成２４年１月１日から１２月３１日まで

１） 東葛地区親善春季大会 ５月２６日・６月２日

２） 東葛地区親善秋季大会 １１月1０日･１１日

３） 五市親善大会 １０月１３日・１４日

４） 市川市・浦安市親善試合　 １１月４日

（県大会）

５） 第３２回全日本学童千葉県大会 ５月２７日・６月３日・１０日

６） 第３５回関東学童千葉県大会 ７月８日・１５日・２２日

７） 第４２回千葉県少年野球大会

　（千葉日報杯）

８） 千葉県友遊ボール西ブロック大会 ７月２２日

千葉県友遊ボール中央大会 ８月２５日

９） 第１４回関東学童秋季大会 １０月６日・１３日・１４日

１０） 第１８回千葉県低学年大会

　（ロッテ旗争奪）

１１） 第２８回千葉県少年野球選手権

　（ろうきん旗争奪）

１２）第１１回千葉県地域対抗６年生選抜 準々決勝敗退市川市選抜チーム

三回戦敗退

二回戦敗退

三回戦敗退

一回戦敗退

三回戦敗退

一回戦敗退

稲荷木イーグルス

福栄かもめファイターズ

塩焼ちどりウイングス

宮久保子ども会野球部

北方中央野球部

鶴指少年野球部

柏井ユナイテッドJｒ.

平田サターンズ

一回戦敗退

一回戦敗退

塩焼ちどりウイングス

出場チーム　無

予選敗退

北方中央野球部 一回戦敗退

予選敗退

予選敗退

予選敗退

平田サターンズ

一回戦敗退

一回戦敗退

一回戦敗退

三回戦敗退

二回戦敗退

準々決勝敗退

８月４日、５日、８日
１１日、１２日、１９日

福栄かもめファイターズ

ルネ新行徳野球部

若宮アポロ

新田エンゼルス

新井三丁目ジャガーズ

敗　戦（低）鶴指少年野球部・柏井ユナイテッドJｒ

福栄かもめファイターズ 一回戦敗退

稲荷木イーグルス 一回戦敗退

チーム名 成　績

一回戦敗退

成　績

新井三丁目ジャガーズ

チーム名

準優勝

優　勝
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　大会名

　大会名

１２月１日・１２月２日

二回戦敗退

１０月８日、１４日、２１
日、２８日、１１月３日

１０月２１日、２７日、２８
日、１１月３日、４日

稲荷木イーグルス

（高）市川市選抜チーム 勝　利

市川市選抜Ａチーム

市川市選抜Ｂチーム

鬼越・鬼高メッツ

市川アスナロズ

ルネ新・妙典M連合


