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平成２０年度 事業計画

期 日 項 目 会 場 その他

2月 11日（月） 1BA中学部審判講習会 浦安市立富岡中学校

主催：IBA-Boys中学部
2月 22日（金） 19年度末総会 千葉県スポーツ科学センター研修室

平成 19年度事業報告等 千葉県小中学校体育連盟・千葉県中学生野球連盟

3月 8日（土） 千葉ﾛｯﾃﾏﾘｰﾝｽﾞ野球教室 第６ﾌﾞﾛｯｸ

長生尼ヶ台球場

16日（日） 千葉県中学生野球連盟 市原養老川臨海球場１・２

千葉県小中体連野球専門部審判講習会 主催：千葉県中学生野球連盟

22日（土）、23日（日） IBA 第 9 回全国中学生軟式野球 浦安市運動公園

大会 主催：IBA-Boys中学部
25日（火）～ 28日（金） 第 8 回 KB 全国中学生（AA） 印旛郡市・山武郡市・千葉市各会場 他

選抜野球大会 主催：ＫＢ野球連盟

4月 19日、5月 6日 IBA 第 5 回春季関東中学生選抜 柏市塚崎球場、江戸川河川敷ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

軟式野球大会 主催：IBA-Boys中学部
22日（土） 千葉ﾛｯﾃﾏﾘｰﾝｽﾞ野球教室 第２ﾌﾞﾛｯｸ

市川浦安

5月 3. 4.(5).6日 AA日本選手権ＫＢ千葉県大会 県下５会場（船橋・習志野・八千代・市原・千葉）

主催：ＫＢ連盟千葉県支部

3. 5 . 6日 IBA 第 24 回春季関東中学生軟 江戸川河川敷グラウンド

式野球大会 主催：IBA-Boys中学部
9日（金） 千葉県小中体連野球専門部会 千葉市教育会館

千葉県小中学校体育連盟・千葉県中学生野球連盟

11日（日） 千葉ﾛｯﾃﾏﾘｰﾝｽﾞ野球教室 第３ﾌﾞﾛｯｸ

柏市 高柳中学校

5月 31日（土） 全日本少年軟式野球千葉県大会 市原臨海球場 他

6月 7日（土） （春季千葉県大会） 主催：千葉県軟式野球連盟

7月 5日（土） 関東中学校審判講習会 栃木都宇都宮市

主催：関東中学校体育連盟

19日（土） 全日本少年軟式野球関東大会 東京都

主催：全日本軟式野球連盟

26日（土） 千葉県総合体育大会 第 62回 千葉市教育会館 役員会 11:00 抽選会 13:00
千葉県中学校野球大会抽選会 千葉県小中学校体育連盟

27日（日）～ 29日（火） IBA 第 5 回中学生軟式野球世界 浦安市運動公園野球場

大会 主催：IBA-Boys中学部
28.29.30.31日(8/1) 千葉県総合体育大会 市原臨海球場 他６会場

第 62回千葉県中学校野球大会 主催：千葉県小中学校体育連盟

8月 1日（金） 第 8回 AA全国中学生KB野球 中伊豆志太ｽﾀｼﾞｱﾑ 他

～ 5日（火） 選手権大会 in伊豆 主催：ＫＢ野球連盟

1日（金）2日（土） 第 38回関東少年軟式野球大会 千葉県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ千葉県野球場

（千葉県予選会） 主催：千葉県軟式野球連盟

3日（日） 千葉ﾛｯﾃﾏﾘｰﾝｽﾞ野球教室 第１ﾌﾞﾛｯｸ

千葉市

4日（月）～ 8日（金） 第 25回全日本少年軟式野球大会 横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ

主催：全日本軟式野球連盟
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期 日 項 目 会 場 その他

6日（水）～ 9日（土） 関東中学校軟式野球大会 栃木県宇都宮市

【3 日（日）監督会議：宇都宮市】 主催：関東中学校体育連盟

20日（土）21日（日） 関東少年軟式野球大会 群馬県

主催：（関東）軟式野球連盟

19日（火）～ 22日（金） 全国中学校軟式野球大会 長野県 諏訪市

主催：日本中学校体育連盟

17日（日） 千葉ﾛｯﾃﾏﾘｰﾝｽﾞ野球教室 第４ﾌﾞﾛｯｸ

袖ヶ浦市

9月 14日（日） 千葉ﾛｯﾃﾏﾘｰﾝｽﾞ野球教室 第８ﾌﾞﾛｯｸ

東総 飯岡球場

10月 11日（土） 千葉県新人体育大会 第 28回千 茂原市立南中学校

葉県中学校新人野球大会抽選会 千葉県小中学校体育連盟

11日（土）､ 12日（日） 第 2回関東・東北軟式野球大会 埼玉県さいたま市

主催：（関東・東北）軟式野球連盟

12日（日） 千葉ﾛｯﾃﾏﾘｰﾝｽﾞ野球教室 第５ﾌﾞﾛｯｸ

富山多目的グラウンド

18. 19. 25日(26) 千葉県新人体育大会 長生郡市

第 28回千葉県中学校新人野球大会 主催：千葉県小中学校体育連盟

11月 9日（日） 高等学校野球連盟野球教室 千葉県内８ﾌﾞﾛｯｸ

主催：千葉県高等学校野球連盟

8日（土）9日（日） 第 11回関東少年新人野球大会 栃木県宇都宮市

（16日） 主催：（関東）軟式野球連盟

15日 16日 22日 AA選抜ＫＢ野球千葉県大会 県下５会場（柏・市原・習志野・八千代・船橋）

主催：ＫＢ連盟千葉県支部

23日（祝） 千葉ﾛｯﾃﾏﾘｰﾝｽﾞ野球教室 第７ﾌﾞﾛｯｸ

印西

21日（金）~24日（月） 第 3 回 KB 全国中学生秋季野球 東京都

？ 大会 主催：KB野球連盟
22日（土）～ 24日（月） IBA 第 24 回秋季関東中学生 柏市富勢運動場

野球大会 主催：IBA-Boys中学部
12月 6日（土） 第 9回中学１年生野球ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 千葉市

主催：千葉県中学生野球連盟

12月 13日（土） 2008日本中学生野球ﾌｫｰﾗﾑ 千葉マリンスタジアム or室内練習場
14日（日） 技術講習会・千葉県中学生野 ﾎﾃﾙ ポートプラザちば

球連盟納会・ﾌｫｰﾗﾑ懇親会

日本中体連軟式野球競技部学習会 千葉県中学生野球連盟

21年 1月 24日（土） 第 6 回 KB 野球連盟 中伊豆伊豆ﾜｲﾅﾘｰ・志太ｽﾀｼﾞｱﾑ

25日（日） 指導者講習会 主催：KB野球連盟
2月 20日（金） 20年度末総会 千葉市教育会館

平成 20年度事業報告等 千葉県小中学校体育連盟・千葉県中学生野球連盟

3月 15日（日） 千葉県中学生野球連盟 市原臨海球場

千葉県小中体連野球専門部審判講習会 主催：千葉県中学生野球連盟


