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第5７回近畿春季軟式野球大会 ３月１８日（日） 又一記念球場

予備日４月８日（日）五條上野公園野球場 ３月２５日（日） 橿原運動公園硬式

第４０回西日本軟式野球大会（兼）第５７回近畿春季軟式野球大会 Ｂ ３月１８日（日） 桜井市芝運動公園野球場（西側） 京都 ５月１８日）（金）～２１日（月） 宮崎 月　日 月　日 各クラス優勝チームは西日本軟式野球大会に出場

予備日４月１日（日）Ｂ級＝三宅健民）　Ｃ級＝田原本健民 Ｃ ３月１８日（日） 桜井市芝運動公園野球場（東側） 兵庫 ６月８日）（金）～１１日（月） 鳥取 準優勝チームは近畿軟式野球大会に出場

高円宮賜杯第３8回全日本学童軟式野球大会マクド・ナルドトーナメント奈良県予選会 １）五條上野公園野球場Ａ 優勝チームは高円宮賜杯全国大会に出場

（兼）第１８回奈良県知事杯争奪選抜野球大会 ３月２４日（土） ２）阿田峯野球場　Ｂ ３位チームは筑後川大会に出場

予備日４月１日（日）五條上野公園野球場　３月２３日（金）前日準備１３時 ３月２５日（日） ３）阪合部グラウンドＣ 準優勝チームは第３回高野山旗全国学童軟式野球大会出場

抽選会３月１１日（日）　１７時　橿原市中央公民館 ３月３１日（土） 他２ブロック２チームが出場（計３チーム）

文部科学大臣杯第９回全日本少年春季軟式野球大会 少年 ２９年実施 ３月２３日）（土）～２６日（金） 静岡 月　日 月　日 静岡市２、富士市Ⅰ、島田市Ⅰ、焼津市１

第１５回近畿軟式野球選手権大会 Ａ ２９年実施 ４月１４日）（土）～１５日（日） 滋賀 予備日：６月３日（土）

第７１回奈良県中学校選抜野球大会（兼）第３５回全日本少年軟式野球大会 ４月２１日（土） ならでんスタジアム ８月１３月）（土）～１６日（木） 神奈川県 優勝チームは第３４回全日本少年軟式野球大会に出場

（兼）ほっかほっか亭カップ第４２回近畿少年軟式野球大会奈良県予選会 ４月２２日（日） ならでんスタジアム・ナラッキー球場 １２（日）（日）監督会議 横浜市 横浜市　横浜スタジアム近畿ブロックより２チーム

抽選日　４月７日（土）１４時橿原市中央高民館 ４月２９日（月・祝） ならでんスタジアム・五條市上野公園

予備日　５月３日（木・祝日））ならでんスタジアム・前日準備　４月２０日（金）　１３時 ４月３０日（月・祝） ならでんスタジアム

５月６日（日） 五條上野公園野球場 10月5日）（金）～8日（月）

５月１３日（日） 又一記念球場 ４日（木）監督会議

日本スポーツマスターズ２０１８北海道大会 ５月６日（日） 五條上野公園野球場・橿原硬式

予備日　５月２０日（日）　橿原運動公園（軟式） ５日１３（日） 橿原運動公園硬式球場

高松野宮賜杯第６２回全日本軟式野球大会 １部 ５月２７日（日） 三郷中央公園多目的広場 ６月３０日（土） １０月１９日（金）～２２日（月） 奈良 月　日 月　日

予備日　６月３日（日）））１部・三郷中央公園多目的球場　２部・三宅健民 ２部 ５月２７日（日） ナラッキー球場 ７月１日（（日）） ９月２６（金）～１０月１日（月） 新潟 月　日 月　日

第４０回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会奈良県予選会 ５月２６日（土 ６月３０日（土）

第３１回近畿ブロック少年団軟式野球交流大会奈良県予選会 ５月２７日（日））６月２日（土） ブロック・２会場、交流・３会場

天皇賜杯第７３回全日本軟式野球大会 ６月３日（日） 橿原運動公園（硬式）

予備日７月１日（日）　橿原運動公園硬式球場 ６月２４日（日） ならでんスタジアム

第６９回奈良県民体育大会（軟式野球競技）　Ａゾーン（東側）・Ｂゾーン（西側） ７月１日（日） 桜井芝運動公園野球場 予備日なし、試合形式による抽選で順位決定

Ｎ・Ｐ・Ｂガールズトーナメント２０１８　開会式愛媛県 学童 ８月８（金）～１３日（金） 愛媛 月　日 月　日

第５９回奈良県学童軟式野球大会（兼）ほっかほっか亭カップ第４２回近畿軟式野球 ７月２８日（土） 橿原運動公園硬式球場場（Ａ） 第２４回ＪＲ西日本大会８・２４　２６ 大阪 月　日 月　日 優勝・準優勝チームはほっかほっか亭カップ

大会奈良県予選会 ７月２９日（日） 　　　〃　　　　　　　軟式球場（Ｂ） 筑後川旗３５回西日本学童軟式野球大会 久留米 月　日 月　日 第４１回近畿少年軟式野球大会に出場

７月２７日（金）　前日予備１３：００～　橿原運動公園会場　３会場 ８月４日（日） 　　　〃　　　　ソフトボール場（Ｃ） 阿波おどりカゥプ全国学童軟式野球大会2018

予備日８月５日（日）橿原（硬式）・抽選会７月１５日（日）１７：００　橿原中央公民館 大和高田市多目的総合グラウンド（Ｄ）

第２２回西日本軟式野球選手権大会

　予備日８月１９日（日）ならでんスタジアム

第７３回近畿秋季軟式野球大会 Ｂ ８月２６日（日） 五條上野公園野球場 ９月２９日）（土）～３０日（日） 京都 各クラス優勝チームは近畿秋季軟式野球大会に出場

　予備日９月２日（日）五條上野公園野球場 Ｃ ８月２６日（日） 五條上野公園野球場（多目的） ９月１３日）（土）～１４日（日） 滋賀

第１５回近畿地区都市軟式野球大会 一部 ９月１６日（日） ナラッキー球場 １１月１０日）（土）～１１日（日） 大阪 各クラス優勝チームは近畿地区都市軟式野球大会に出場

　（予備日９月２３日（日）一部：ナラッキー球場　二部：ならでんスタジアム 二部 ９月１６日（日） ならでんスタジアム １１月１７日）（土）～１８日（日） 奈良 　予備日：１１月２４（日）（土）　佐藤薬品スタジアム

第１９回ろうきん杯学童軟式野球選手権大会

（兼）佐川印刷旗第１２回近畿秋季学童軟式野球大会奈良県予選会 ９日２（日） 桜井芝運動公園野球場

　（予備日９月１５日（土）桜井市芝運動公園野球場 ９月９日（日） 三輪そーめん山本グラウンド

抽選会　８月１９日（日）　１５時　桜井市中央公民館　９月１日（土）１８：００前日準備

第１６回近畿軟式野球選手権大会奈良予選会　 １１月１１日（日） 又一記念球場

予備日１１月２５日（日）橿原運動公園硬式 １１月１８日（日） 又一記念球場

第１１回近畿秋季少年軟式野球大会（新人戦）　中体連野球部門専門主管 少年 １０月中会期 佐藤薬品スタジアム他 １１月２４日）（土）～２５日（日） 和歌山 静岡 月　日 月　日 新人戦１・２年生（佐藤薬品スタジアム）

平成３０年度審判講習会　県連　１泊２日（土～日）全国大会目標　３月第２土、日 ３月１０日（土）１１（日） 又一記念球場 １１月２３（金祝）（土）～２５日（日） 兵庫 ２月２３（金）～２５日（日） 埼玉 県審判講習会協力チーム

第３回全日本女子中学校 少年 ７月２７（金）～８月１日（水） 京都

８月１１日（土祝）１２（日）

１８日（土）１９日(日）

４ブロック指導員講習会 ３月３（土）～４日（日） 岡山

徳島 月　日 月　日

月　日 月　日

月　日 月　日

山形 月　日 月　日

長崎 月　日 月　日

予備日　１１月１７日（土）橿原運動公園ソフト

平 成 ３ ０　年　　度　　事　　業　　計　　画

優勝チームは佐川印刷旗近畿学童軟式野球大会に出場

橿原運動公園ソフト

第４１回近畿少年軟式野球大会へは希望チーム参加

優勝チームは近畿春季軟式野球大会に出場

月　日 月　日

長崎 月　日 月　日

7月２8日）（土）～31日（火）

９月７（金）～１２日（水）

第７３回国民体育大会（軟式野球競技）　[予備日５月２０日(日）　橿原運動公園硬式]

８月５日（日）

５月２６日）（土）～２７日（日） 滋賀

マクドナルド・カップ第３回学童４年大会　　予備日８月２５日（土）橿原運動公園ソフト 学童

大　　　 会　　 　名 級

Ａ

学童

少年

Ａ

学童

Ａ

Ａ

マスター

学童

Ａ

学童

１１月２日）（金）～５日（月）

県　　　大　　　会

奈良支部主管実施

ならでんスタジアム

７月７日（土） ９月１４日）（金）～１８日（火） 北海道

全  国  ・  西  日  本  大  会

１１月１０日）（土）～１１日（日） 奈良

９月２２日）（土）～２３日（日祝） 大阪

６月２日（日） 和歌山

９月２２日）（土）～２３日（日祝） 大阪

８月１９日）（土）～２０日（日） 和歌山

備　　　　　　　考

１１月２７日）（土）～２８日（日） 京都

３１年４月　（日）（土）～　日（日） 和歌山

和歌山

兵庫

奈良

８月１９日）（日）～２４日（金）

７月２７日）（金）～３１日（火）

東京

和歌山
県高野

町

福井 月　日 月　日

５月２６日（日）～２７日（日）

月　日

近　　　畿　　　大　　　会

月　日

29・１２月現在


