
令和5年1月21日現在

7日（土） 県協会小学生委員会 　〈　松前　〉 県小学生委員会委員出席

県協会令和5年度第1回理事会 　東京第一ホテル 13：00理事会

　　県協会令和5年度総会（支部連絡会） 14：00総会　各種表彰式

29日（日） 第3種公認審判員資格認定講習会 　〈　伊予　〉 県協会審判委員会事業

29日（日） 第3種公式記録員資格認定講習会 　〈　伊予　〉 県協会記録委員会事業

☆ 4日（土） はるやま杯近県招待交歓大会 　岡山県岡山市 ゴム

◇ 23日（木･祝）・25日（土） 愛媛県小学生男子新人大会 　〈　松山　〉 県小学生委員会事業 ナガセケンコー

オープン参加

23日（木・祝） 県内統一第1回公認審判員研修会 　〈　松前　〉 県協会審判委員会事業

23日（木・祝） 県内統一第1回公式記録員研修会 　〈　松前　〉 県協会記録委員会事業

25日（土） 県内統一第1回指導者研修会 　〈　松前　〉 県協会指導者委員会事業

25日（土） 県内統一第2回公認審判員研修会 　〈　松前　〉 県協会審判委員会事業

25日（土） 県内統一第2回公式記録員研修会 　〈　松前　〉 県協会記録委員会事業

◇ 26日（日） 愛媛県小学生7人制大会 　〈　松山　〉 県小学生委員会事業 ナガセケンコー

オープン参加

26日（日） 県内統一第2回指導者研修会 　〈　松前　〉 県協会指導者委員会事業

26日（日） 県内統一第3回公認審判員研修会 　〈　松前　〉 県協会審判委員会事業

26日（日） 県内統一第3回公式記録員研修会 　〈　松前　〉 県協会記録委員会事業

◇ 11日（土）・12日（日）・ 第28回春季ジュニア男子大会 　〈　松山・伊予　〉 本年度日本協会登録チーム ナガセケンコー

18日（土）・19日（日）・ 　　兼第37回四国小学生男子大会県予選 オープン参加

21（火・祝） 代表3チーム四国大会へ出場

◇ 18日（土） 第28回春季ジュニア女子大会 　〈　松山　〉 オープン参加 ナガセケンコー

　　兼第37回四国小学生女子大会県予選 代表2チーム四国大会へ出場

※ 24日（金）～27日（月） 第16回春季全日本小学生男子大会 　静岡県牧之原市 愛媛県代表　 ゴム

鶴島ジュニアが出場

※ 24日（金）～27日（月） 第16回春季全日本小学生女子大会 　群馬県太田市 各県代表1チーム ゴム

今回は愛媛県よりの出場なし

16日（日） 第3種公認審判員資格認定講習会 　〈　伊予　〉 県協会審判委員会事業

16日（日） 第3種公式記録員資格認定講習会 　〈　伊予　〉 県協会記録委員会事業

☆ 22日（土）～23日（日） 第367回四国小学生男子大会 　香川県 各県代表　男子3チーム ゴム

☆ 22日（土）～23日（日） 第37回四国小学生女子大会 　香川県 各県代表　女子2チーム ゴム

◇ 22日（土）・23日（日）・ ＪＡバンクえひめカップ 　〈　松山・伊予　〉 オープン参加 ナガセケンコー

29日（土･祝)・30日（日）・ 　　第8回愛媛県小学生男子大会

5/3日（水･祝）・4日（木･祝）・ 　　兼第37回全日本小学生男子大会県予選

5日（金・祝） 　　兼第25回西日本小学生男子大会県予選

5月 ◇ 20日（土） 第37回全日本小学生女子大会県予選 　〈　松山　〉 オープン参加 ナガセケンコー

◇ 10日（土）～11日（日） 愛媛県スポーツ少年団大会（県スポーツ協会　スポーツ少年団主催）　〈　松山・伊予　〉 県スポーツ協会スポーツ少年団事業 ゴム

県下スポーツ少年団加盟チーム

◇ 17日（土）・ 第37回県ジュニア男子大会（南海放送共催） 　〈　松山・伊予　〉 参加希望チーム　オープン参加 ナガセケンコー

24日（土）・25日（日） 　　　 締切後に会場を決定する

7/9日（日）・8/5（土）

25日（日） 日本スポーツ協会スタートコーチ講習会 　〈　伊予　〉 （公財）日本スポーツ協会事業

◇ 8日（土） 第40回県ジュニア女子選手権（テレビ愛媛） 　〈  伊予　〉 オープン参加 ナガセケンコー

☆ 22日（土）～24日（月） 第25回西日本小学生男子大会 　宮崎県宮崎市 各県より2チーム参加 ゴム

※ 28日（金）～8/1日（火） 第37回全日本小学生男子大会 　福島県福島市 各県より1チーム参加 ゴム

※ 28日（金）～8/1日（火） 第37回全日本小学生女子大会 　三重県熊野市 各県より1チーム参加 ゴム

☆ 29日（土）～30日（日） 第15回香川ジュニアカップ小学生男子大会 　香川県 香川県協会主管大会 ゴム

各県より4チーム参加

8月 ☆ （土）～（日） 中国・四国地区小学生男女交歓大会 中四国交歓大会実行委員会主催 ゴム

◇ 2日（土）・ 愛媛県小学生（5年生以下）新人大会 　〈　松山・伊予　〉 県協会小学生委員会事業 ゴム

9日（土）・10日（日）・

23日（土・祝）

◇ 16日（土）・17日（日）・ 愛媛県ミニソフトボール大会（4年生以下） 　〈　松山・伊予　〉 県協会普及委員会事業 ミニソフトボール

18日（月・祝）・23日（土･祝）

24日（日） 第3種公認審判員認定講習会 　〈  伊予　〉 県協会審判委員会事業

24日（日） 第3種公式記録員資格認定講習会 　〈　伊予　〉 県協会記録委員会事業

☆ （土）～（日） 中四国小学生男子大会 　岡山県新見市 新見市ソフトボール協会主催大会 ゴム

愛媛スポーツレクリエーション祭2023 　〈　松山・伊予　〉 愛媛県主催 ゴム

◇ 21日（土）・22日（日） 　　小学生男子の部・・・支部代表・県協会推薦チーム Aゾーン・Bゾーン　各16チーム

28日（土） 　　小学生女子の部 オープン参加

◇ 11日（土） 2023愛媛県ジュニア女子選手権 　〈　伊予　〉 オープン参加 ナガセケンコー

　　（第20回大会）テレビ愛媛共催 6年生参加の最終大会

◇ 11日（土）・12日（日）・ 2023愛媛県ジュニア男子選手権 　〈　松山・ オープン参加 ナガセケンコー

18日（土）・19日（日）・ 　　（第20回大会）テレビ愛媛共催 　　　伊予・東温　〉 6年生参加の最終大会

23日（木・祝）

19日（日） 日本スポーツ協会スタートコーチ講習会 　〈　伊予　〉 （公財）日本スポーツ協会事業

◇ 25日（土）・26日（日）・ 第17回春季全日本小学生男子大会愛媛県予選 　〈　松山・ オープン参加 ゴム

12/2日（土）・3日（日）・9日（土） 　　（第6回岩村明憲旗小学生男女大会） 　　　伊予・東温　〉 県代表1チームは来年3月開催の

春季全日本大会へ

◇ 第17回春季全日本小学生女子大会愛媛県予選 　〈　松山　〉 オープン参加 ゴム

県代表1チームは来年3月開催の

春季全日本大会へ

◇ 9日（土）～10日（日） 愛媛県小学生7人制大会 　〈　松山・伊予　〉 県小学生委員会事業 ゴム

2024年 ※ 29日（金）～4/1日（月） 第17回春季全日本小学生男子大会 　群馬県渋川市 各県1チーム出場 ゴム

3月 ※ 23日（土）～26日（火） 第17回春季全日本小学生女子大会 　京都府宇治市 各県1チーム出場 ゴム

12月

注：　　　　　　　　　※　全国大会　　　　　　　　　☆　西日本大会・四国大会　　　　　　　　　◇　県内大会
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令和5年度愛媛県ソフトボール協会年間行事予定表
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