
平成31年度試合・行事スケジュール表 平成31年3月17日　現在

大　会　名：行　事　名 学　年 日　程 場　所

コーチ会議
全指導者
新旧役員

2/17（日) 南分館１Ｆ(中央公園の所） 14:00 監督ミーティング　　　　15:00 コーチ会議

春の学童野球大会 新Ａ・新Ｂ 3/2（土) 3（日) (9土) A：優勝チーム　　県知事杯大会出場予定　3/23（土)  3/24（日) 　予備（3/30土)　五条市

Ａ：２位１チーム、３位２チーム　　北和親善野球大会出場予定　3/24(日)　3/31（日)　予備( 4/6土)　奈良市

第４回大和会学童親善野球大会 新Ａ 3/9（土) 10（日）16（土) 17（日) 21（祝木) 橿原運動公園野球場他

春季学童低学年二部大会 ４年以下 3/9（土)　10（日） 16（土) 未　定 　奈良県軟式野球連盟　郡山支部(学童部） 　　

６年生お別れ会
６・５４年　　 　６年
保護者/全指導者 3/17（日） 南分館(中央公園の所） 12:30～15:30

保護者会
全保護者
全指導者

3/17（日） 南分館(中央公園の所） 15:45～17:00

審判講習会 審判部　　Ａ 3/21（祝木)  　 北大和野球場/会議室 座学・実技　　　　　　　（主催)生駒市軟式学童野球連盟　　　

新年度練習開始 全学年 3/24（日) 生駒東小学校 8:30～　　表彰（新6年以下）　

新旧役員引継ぎ、コーチ会議
全指導者
新旧役員

未　定 南分館(中央公園の所） 14:00 監督ミーティング　　　　15:00 コーチ会議/新旧役員引継ぎ

生駒市軟式学童野球教室 (南ブロック) 4/6（土) 井出山グランド・体育館 　（主催)奈良県軟式野球連盟　生駒市支部(学童部） 　（主管)生駒市教育委員会　生駒市体育協会　　

奈良東ロータリークラブ杯 ５年以下 未　定 　リーグ戦及び順位決定戦（４月～１０月)　　

第５回北葛城郡学童(春季）野球大会 Ａ 未　定 未　定

記録会 全学年 4/7（日) 予定 生駒東小学校 9:30～11:00

生駒市消防救命講習会 コーチ/保護者 4/21（日) 北大和 会議室 生駒市軟式学童野球連盟   9：00～12:00 

第４２回矢田イーグルス杯 Ａ 5/3（祝金) 4（土) 5(日) (6祝月) 大和郡山市 第２浄化センタースポーツ広場他　　 

生駒市軟式学童野球教室（全チーム） Ａ(予定) 5/6(祝月) 北大和野球場・体育館 （主催）生駒市軟式学童野球連盟 　9:00～12:00  　　　  　　　

第３７回市民体育大会 Ａ・Ｂ 5/12（日)　18（土)　（19日）　

夏の学童軟式野球大会 Ａ・Ｂ 5/26（日)　6/2(日）　(9日） A：1位.2位　県大会出場予定　7/27(土) 28（日)  8/3（土)予備(8/4日）　橿原市  

3位2チーム　北和親善野球大会出場予定　9/7（土) 14(土) 予備(9/15日) 大和郡山市

夏季学童低学年二部大会 ４年以下 6/8（土) 15（土) 16（日) （22土) 未　定 　奈良県軟式野球連盟　郡山支部(学童部） 　　

第２３回キッズ大会 ４年以下 6/15(土)　16(日)　（22土） 15土　北大和野球場　16日 北大和野球場
(22土　北大和野球場） 1位 4年生以下県大会 8/10（土) 11（日) 17（土) 橿原市

第１７回理事長杯(上武建設杯) Ａ・Ｂ 6/29（土)　7/6（土)　（7/7日）

コーチ会議
全指導者

役員
未　定 南分館(中央公園の所）　 14:00 監督ミーティング　　　　15:00 コーチ会議

第１８回まほろば親善野球大会 Ａ 生駒市．奈良市．大和郡山市．天理市．川西町　　　　7/13(土)   開会式　第二浄化センター（１７時００分～)

第６０回　奈良県学童軟式野球大会 Ａ 7/27（土) 28（日) 8/3(土)（4日) 橿原運動公園野球場他 橿原市　　    優勝チーム　準優勝チームは近畿大会に出場（8/24土?　25日？　場所 未定)

田原本町招待試合 Ａ 未　定 未　定

夏　合宿 A・B 未　定 未　定 ふれあいセンターにて(8/3土 4日　予定)　　　  　ナイター(9/1土　予定)

第２６回　奈良学童野球カーニバル Ｂ 8/18(日)　25(日) （9/1日） 　　長柄総合運動公園 天理市

記録会 全学年 未　定 生駒東小学校 9:30～11:00

第１２回　ならにち杯 Ａ 8/11(日)　12（祝月)　(18日）
11日 北大和野球場　12祝月 北大和野球

場　(18日 北大和野球場）

第１回若草杯 新Ａ 9/16(祝月)　21(土)　(23祝月)
16祝月 北大和野球場　21土 北大和野球

場　（23祝月　北大和野球場)

生駒市軟式学童野球教室 (中ブロック) 年長・小学生 9/1(日)　(8日) 生駒小学校 　（主催)奈良県軟式野球連盟　生駒市支部(学童部） 　（主管)生駒市教育委員会　生駒市体育協会　　

秋季学童低学年二部大会 ４年以下 9/23（祝月)　28（土） 29（日) 未　定 　奈良県軟式野球連盟　郡山支部(学童部） 　　

上牧町交流試合 Ａ 未　定 未　定

四条畷親善交流試合 Ａ 未　定 四条畷市民運動場他

コーチ会議予定
全指導者

役員
未　定 南分館(中央公園の所）　 14:00 監督ミーティング　　　　15:00 コーチ会議

秋の学童軟式野球大会(生駒ロータリー杯） Ａ・Ｂ 10/5（土）　12（土)　（14祝月)

第１７回ダイドードリンコ杯 Ａ 10/13（日) 14（祝月)　（26土) 27日 11/3(日) 葛城市第一健民運動場他 開会式８：００

体育協会会長杯兼新人戦 新Ａ・新Ｂ 10/20（日） 26（土)　（11/2土)

奈良東ロータリー杯  閉会式 ５年以下 未定 未定

ジュニア交流試合 ５年以下 未定 未定 大和郡山市

親子ソフトボール大会
全学年

親子/指導者
11/3(日)予定 生駒東小学校

第１３回 野球フェスティバル 年長/１年－６年 11/10（日)　　予備17(日) 10日　北大和グランド・野球場
(17日　北大和グランド・野球場） 　　　（主催）生駒市軟式学童野球連盟 　　　(後援）生駒市体育協会・教育委員会

生駒市軟式学童野球教室 （北ブロック) 年長・小学生 11/23（土) (24日) 生駒台小学校 　（主催)奈良県軟式野球連盟　生駒市支部(学童部） 　（主管)生駒市教育委員会　生駒市体育協会　　

第６回北葛城郡学童(秋季）野球大会 Ａ 未　定 未　定

やまのべ大会 新Ａ 11/24（日) 12/1（日） 8（日) 未定 天理市

第１４回王将杯６年生お別れ大会 Ａ 11/30（土)　12/1（日)　(7土)　
11/30土  北大和野球場　12/1日 北大和

野球場　　　(7土  北大和野球場）

第１２回６年生記録会/交流試合 12/15（日)  予備22(日）
15日 北大和グランド

(22日　北大和グランド） 　（主催)生駒市軟式学童野球連盟　　　午前中　記録会　　　午後　交流試合

審判講習会 審判部　　Ａ 12/15（日)  　 北大和野球場/会議室 座学・実技　　　　　　　（主催)生駒市軟式学童野球連盟　　　

記録会 全学年 12/22（日)予定 生駒東小学校 9:30～11:00　　　(冬場であり遠投はせず、長距離走を実施)

生駒シニア杯 Ａ 1/11（土)　　12（日)　
11土 井出山グランド
12日　井出山グランド

コーチ会議予定
全指導者

役員
未定 南分館(中央公園の所）　予定

６年生お別れ会
６・５４年

６年保護者
32年2/9（日)（予定) 南分館(中央公園の所）　予定

保護者会
全保護者
全指導者

32年2/9（日)（予定) 南分館(中央公園の所）　予定

連盟　総会兼春の大会抽選会 32年2/16（日) 北大和体育館 会議室

春の学童軟式野球大会 新Ａ・新Ｂ 32年2/29（土)　3/1（日)　(7土） A：優勝チーム　県知事杯大会出場予定　3/28土 29日 （4/4土)予定

２位、３位2チーム　北和親善野球大会出場予定　4月　

3月
（Ｈ31年度） 審判講習会 審判部 32年3/22（日) 北大和野球場/会議室 座学・実技

A：優勝チーム　近畿ろうきん学童野球大会出場予定　9/1（日)、8（日) 予備（14土）　桜井市
Ｂ：優勝・準優勝チーム　奈良カーニバル出場予定　8/18（日) 25（日) (9/1日)　天理市

26日  北大和野球場
6/2日 北大和グランド
（9日 北大和野球場）

29土　北大和野球場
7/6土　北大和野球場
(7日 北大和野球場　)

尚、上記日程に関しては、今後多少の変更は、あります。  　　決まれば都度、連絡網等にてお知らせします。              　　　　　　

14日 北大和野球場・グランド
15祝月　北大和野球場・グランド

20土 北大和野球場・グランド
21日 柏木公園グランド

29土　北大和野球場
7/6土　北大和野球場
(7日 北大和野球場　)

7/14（日)　15（祝月)　20（土)　21(日）

5土  井出山グランド
12土 井出山グランド

（14祝月 井出山グランド）

　　2土  北大和野球場
3日北大和野球場

(9土 北大和野球場）

12日 北大和グランド
18土 北大和野球場

(19日 北大和野球場)

3月
（Ｈ30年度）

4月
（Ｈ31年度）

11月

20日  北大和野球場
26土 北大和野球場

（2土 井出山グランド ）

2/29土　北大和野球場
1日 北大和野球場

（7土　北大和野球場)

2月

Ｈ32年1月

6月

5月

12月

10月

9月

7月

8月


