
2022/2/6
令和３年（２０２１）年度神奈川県少年ソフトボール連盟横須賀支部年間計画（案）

２０２１年 １（金） ２（土） ３（日） ９（土） １０（日） １１（月） １６（土） １７（日） ２４（日） ３０（土） ３１（日）

選抜練習 選抜練習 選抜練習 選抜練習 支部 県少連本部 選抜練習

明浜小 望洋小 望洋小 望洋小 臨時総会 理事会 望洋小

支部 中止 中止 役員会 かながわ 中止

役員会 横ソ協会 総合福祉 県民ｾﾝﾀｰ

新年会 新年会 会館 305会議室

中止 中止 中止 中止

６（土） ７（日） １１（木） １３（土） １４（日） ２１（日） ２８（日）

選抜練習 選抜練習 選抜練習 第１６回 選抜練習 支部 第１６回 選抜練習 第２回 選抜練習 県ｿ協会 県ｿ協会

中止 望洋小中止 望洋小 池上 望洋小中止 役員会 池上 望洋小 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 望洋小 審判・記録 審判・記録

市ｽﾎﾟｰﾂ 中止 教育ﾘｰｸﾞ 関ソ協会 北下浦ｺﾐｾﾝ 教育ﾘｰｸﾞ 中止 ﾁｬﾚﾝｼﾞ 中止 伝達資料 伝達講習会

表彰式 中止 審判記録 第1会議室 予備日 西湘支部 配布 寺尾小他

中止 伝達研修会 中止 中止 中止 北の台中 中止

６（土） ７（日） １３（土） １４（日） ２０（土） ２１（日） ２７（土） ２８（日）

選抜練習 選抜練習 横ｿ協会 選抜練習 選抜練習 第１４回春季全日本小学生男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会

中止 望洋小 審判 望洋小中止 望洋小 26(金)監督会議・開会式　27(土)より3日間

中止 伝達研修会 支部 再開 山口県山口市

夏島G 役員会 予備日3月30日（火）

ｱｲｸﾙ 北下浦ｺﾐｾﾝ 参加申込期限：2月16日（火）

４（日） ９（金） １０（土） １１（日） １７（土） １８（日） ２５（日） ２９（木）

選抜練習 県ソ協会 「横須賀」 選抜練習 第３回 選抜練習 第３回 選抜練習 選抜練習

望洋小 第７４回 後援会 望洋小 長井大会 望洋小 長井大会 望洋小 望洋小

評議員会 総会 支部 延期 予備日延期 雨天中止

大和ｼﾘｳｽ 北下浦ｺﾐｾﾝ 役員会 市長杯

第1学習室 横須賀支部 監・抽

中止 総会 北下浦ｺﾐｾﾝ

１（土） ２（日） ３（月） ４（火） ５（水） ８（土） ９（日） １５（土） １６（日） ２２（土） ２３（日） ２９（土） ３０（日）

選抜練習 第４０回 第４０回 県少連本部 第４０回 選抜練習 選抜練習 第３１回 選抜練習 第３１回 選抜練習

望洋小 市長杯大会 市長杯大会 理事会 市長杯大会 望洋小 望洋小 新人戦大会 望洋小 新人戦大会 望洋小

第３１回 予備日 第２回 予備日 支部役員会 予備日

新人戦大会 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ

監督会議 ﾁｬﾚﾝｼﾞ 選抜練習

久里浜ｺﾐｾﾝ 厚木支部 望洋小

18:30 及川球技場

５（土） ６（日） １２（土） １３（日） １９（土） ２０（日） ２６（土） ２７（日）

選抜練習 35全国・38関東 選抜練習 35全国・38関東 選抜練習 35全国・38関東 選抜練習

望洋小 県予選会① 望洋小 県予選会② 望洋小 県予選会③ 望洋小

金沢支部 支部 金沢支部 雨天中止 金沢支部 ２７期生

役員会 35全国・38関東 選考会①

県予選会

雨天中止

４（日） １０（土） １１（日） １７（土） １８（日） ２２（木） ２３（金） ２４（土） ２６（月）

選抜練習 県少連 第９回 選抜練習 第９回 選抜練習 第１２回 第４２回 第４２回 第４２回 第６２回 第４２回

望洋小 本部 池上大会 望洋小 池上大会 ｳｽｲﾎｰﾑ杯 夏季県大会 夏季県大会 夏季県大会 児童学区大会 夏季県大会

雨天中止 理事会 雨天中止 ２７期生 親善大会 １日目 ２日目 ３日目 不入斗 予備日

２７期生 第４２回 選考会 酒匂ＳＰ 酒匂ＳＰ 酒匂ＳＰ 大会中止 ３１（土）

選考会② 夏季県大会 ③ 高松CGⅡ

雨天中止 代理抽選 支部 7/31～8/2

会議 役員会 愛媛県高松市

１（日） ７（土） ８（日） １４（土） １５（日） ２２（日） ２８（土） ２９（日）

選抜練習 選抜練習 子協

望洋小 望洋小 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会

９（月） ２１（土） 中止 不入斗球場

選抜練習 選抜練習 大会中止

望洋小 望洋小

中止

４（土） ５（日） １１（土） １２（日） １９（日） ２３（木） ２５（土） ２６（日）

選抜練習 第４７回 選抜練習 選抜練習 臨時総会 第１０回大池 選抜練習 第１９回 第４７回 選抜練習 選抜練習

望洋小 東ﾗｲｵﾝｽﾞ 望洋小 望洋小 ＆理事会 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 望洋小 親子ﾐﾆｿﾌﾄ 東ﾗｲｵﾝｽﾞ 望洋小中止 望洋小

中止 大会 中止 中止 総合福祉会館 神明公園 中止 及川球技場 大会 第１０回大池 中止

大会中止 視聴覚研修室 大会中止 大会中止 予備日 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ

中止 大会中止 大会中止

２（土） ３（日） １０（日） １６（土） １７（日） ２４（日） ３０（土） ３１（日）

選抜練習 ｼﾞｭﾆｱ ｼﾞｭﾆｱ 選抜練習 臨時総会 第1回 選抜練習 第３０回 選抜練習 第４０回 第３０回 選抜練習 第３９回

望洋小 かながわ かながわ 休み ＆理事会 ﾆｯｹﾝﾎｰﾑ杯 望洋小A 浦賀大会 休み 秋季県大会 浦賀大会 休み 住友大会

信金杯大会 信金杯大会 総合福祉会館 大会 秋季県大会 大会中止 代理抽選 予備日

大会中止 予備日 視聴覚研修室 予備日に 出場決定戦 会議 大会中止 秋季県大会

大会中止 18:00 延期 長井VS池田 ＆本部理事会 運営説明会

望洋小B 総合福祉会館 総合福祉(19:00)

３（水） ６（土） ７（日） ９（火） １３（土） １４（日） １９（金） ２０（土） ２１（日） ２３（火） ２７（土） ２８（日）

選抜練習 秋季県大会 第４０回 選抜練習 選抜練習 第４０回 選抜練習 第４０回 第４０回 第４０回 第１５回 第２９回

望洋小 前日準備 秋季県大会 26期 望洋小 秋季県大会 26期 秋季県大会 秋季県大会 ｵｰﾙｽﾀｰ大会 春季全国 葉山大会

選抜練習 横須賀支部 不入斗1 支部 横須賀支部 不入斗1 横須賀支部 横須賀支部 厚木支部 兼第３２回 上ノ山公園

望洋小 １日目 15:00 常任理事会 ２日目 15:00 ３日目 予備日 関東選抜

～19:00 北下浦ｺﾐｾﾝ ～19:00 選抜練習 県予選

19:00 望洋小 １日目

４（土） １１（土） １９（日） ２６（日）

選抜練習望洋小 第２９回 第４０回 第１５回 ｵｰﾙｽﾀｰ大会 第４０回 第４０回 選抜練習 第４０回 第４０回

関東学院大 葉山大会 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ大会 春季全国 予備日 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ大会 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ大会 望洋小 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ大会 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ大会 選抜練習

カップ 上ノ山公園 監督会議 兼第３２回 春全・ 予備日① 支部 予備日② 予備日③ 望洋小

久里浜ｳｲﾝｸﾞｽ 予備日 関東選抜 関東選抜 常任理事会 神明公園

木古庭連合 県予選 県予選会

出場 ２日目 予備日

２０２２年 １（土） ２（日） ３（月） ８（土） ９（日） １０（月） １５（土） １６（日） ２３（日） ２９（土） ３０（日）

選抜練習 選抜練習 選抜練習望洋小 選抜練習 第1回 選抜練習

望洋小 常任理事会 望洋小 ﾆｯｹﾝﾎｰﾑ杯 望洋小

18:00 大会 関ソ協会

理事会 横ソ協会 専門委員会

19:00 新年会 総会

北下浦ｺﾐｾﾝ 中止 千葉県

５（土） ６（日） １１（金） １２（土） １３（日） １５（火） １９（土） ２０（日） ２７（日）

選抜練習 選抜練習 選抜練習望洋小 第１７回 市制記念日 選抜練習 第１７回 選抜練習 選抜練習 第３回 県ｿ協会

望洋小 望洋小 市ｽﾎﾟｰﾂ 池上 望洋小 池上 望洋小 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 審判・記録

表彰式 教育ﾘｰｸﾞ 教育ﾘｰｸﾞ ﾁｬﾚﾝｼﾞ 伝達講習会

支部 中止 予備日 5/5に延期

常任理事会 中止

５（土） ６（日） １３（日） １９（土） ２０（日） ２１（月） ２６（土） ２７（日）

選抜練習 選抜練習 支部 横ｿ協会 選抜練習 第３２回 選抜練習 選抜練習 第１５回春季全日本小学生男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会

望洋小 望洋小 常任理事会 審判・記録 望洋小 新人戦大会 望洋小 望洋小 25(金)監督会議・開会式　26(土)より3日間

伝達研修会 第３２回 福岡県北九州市

新人戦大会 予備日3月29日（火）

予備日 参加申込期限：2月9日（水）

３月

１２月

山梨県甲府市・中央市

２５（日）

７月

１１月

８月

8/7（土）8/8(日）8/9（月）8/10（火）

９月

１月

５月

４月

６月

５（日）

開会式なし、予備日8月11日（水)

９（土）

１８（土）

２０（土）

３（土）

２月

３月

２４（土）

３（土）

１８（土）

２５（土）

２７（土）

１月

１日目
開催

１２（日）

２月

参加申込期限：6月26日（土）

第３５回全日本小学生男子ソフトボール大会

公開代理抽選：7月10日（土）

8/6（金）監督会議、8/7（土）より4日間の大会

１０月

２１（土）２２（日）

２日目
中止

２６（土）

２２（土）

２３（水）

２１（土）監督会議 ・開会式 ・１日目

２３（土）

２０（月）

申込締め切り：7/27火

大会中止

第３８回関東小学生男女

２６（土）２７（日）２８（月）１２（土）

２３（土）

第３１回関東小学生

男女選抜大会

東京都葛飾区

滋賀県守山市（48チーム）

２３（火）

ソフトボール大会

２７（土）２８（日）２９（月）


