
令和５年度　埼玉県東支部　事業計画書

月別 主催 日　程 備　考

1月度　東日本ブロック会議 東日本 1/14(土) 貸し会議室

第1回東日本ブロック審判委員会 東日本 1/15（日） ブロック事務所

令和5年度　登録(チーム・指導者・役員・審判員) 1/15（日） ウエスタ川越　２階

令和5年度　埼玉県支部・埼玉県東西支部・定期総会 1/15（日） ウエスタ川越　２階

令和5年度　埼玉県西支部・埼玉県東支部・合同新年会 1/15（日） ラ・ボア・ラクテ　４階

東日本ブロック小学部新年会 東日本 1/28(土) 東天紅（上野本店）

東日本ブロック小学部勉強会 東日本 1/28(土) みらいプロジェクト

令和5年度　東日本ブロック総会 東日本 1/29(日) 貸し会議室

第53回春季全国・第26回関東ボーイズリーグ大会打合せ 東日本 2/4（土） ブロック事務所

小学部　第53回春季全国大会予選大会 未定 ※他支部と合同

全国審判講習会 連盟 2/11（土）・12(日) 大阪

2月度　東日本ブロック会議 東日本 2/11（土） 貸し会議室

第53回春季全国・第26回関東ボーイズリーグ大会打合せ 東日本 2/18（土） ブロック事務所

2月度　支部会議（中：第14回ベースマン杯抽選会） 2/18（土） 未定

第1回東日本ブロック審判講習会 東日本 2/19（日） 未定

埼玉県支部・BL3審判講習会 (各チーム3名まで) 2/26（日〉 未定

中学部　第14回ベースマン杯・レギュラー 2/26(日)・3/5(日)・12(日)・予19日(日)

中学部　第14回ベースマン杯・ジュニア 3/12（日）・19（日）・26(日)・予4/2(日)

第53回春季全国大会抽選会 東日本 3/5（日） 大田スタジアム会議室

第53回春季全国大会球場責任者会議 東日本 3/11(土) 貸し会議室

新年度選手登録(保険及び連盟登録) 3/11(土) 未定

小学部　6年生オールスターゲーム 3/12(日) 深谷地区

東日本 3/18(土) 貸し会議室

第53回春季全国・第26回関東ボーイズリーグ大会打合せ 東日本 3/19(日) ブロック事務所

3月度　支部会議 3/21(火・祝) 未定

第53回日本少年野球春季全国大会開会式～閉会式 東日本 3/26(日)～31(金)・予備4/1(土) 大田スタジアム他

小学部　春季東日本ティーボール東日本大会抽選会 東日本 4/1（土） ブロック事務所

第26回関東ボーイズリーグ大会・開会式 東日本 4/2（日） ベルーナドーム

4/2（日） 未定

第26回関東ボーイズリーグ大会・前期日程 東日本 4/9（日）・16（日）・23（日）・予備29（土） 関東各球場

4月度　東日本ブロック会議 東日本 4/15（土） 貸し会議室

4月度　支部会議（小・中：春季支部大会抽選会） 4/22（土） 未定

4/29(土・祝) 未定

女子 4月～7月 未定

第26回関東ボーイズリーグ大会・後期日程 東日本 5/3（水・祝）・4（木・祝）・予備5（金・祝） 大田スタジアム他

小学部　春季東日本ティーボール東日本大会 東日本 5/4（木・祝）・5（金・祝）・予備7（日） 東京江戸川ボーイズグランド

東日本ブロック世界大会等出場選手選考会 東日本 5/6(土) 未定

東日本ブロック世界大会等出場選手選考会議 東日本 5/7（日） 未定

5月度　東日本ブロック会議 東日本 5/13(土) 貸し会議室

小学部　春季支部大会 5/7(日)・14（日）・予備21（日） 深谷・毛呂山

中学部　春季支部大会兼第48回関東大会予選 5/6(土)・7（日）・14（日）・予備21（日） 未定

5/20(土) 未定

5/28（日） 未定 (座学形式)

第2回東日本ブロック審判講習会(BL1受講予定者) 東日本 5/28（日） 未定

小学部　第54回全国選手権大会兼第48回関東大会支部予選 未定 ＊他支部と合同

中学部　第54回全国選手権大会支部予選 5/21(日)・28(日)・6/11(日)・18(日)・予備25(日) 未定

6月度　東日本ブロック会議 東日本 6/10(土) 貸し会議室

第2回審判委員会 東日本 6/17(土) ブロック事務所

6/17（土） 未定

第16回　全日本中学野球選手権大会埼玉県予選 埼玉県 6/25(日)・7/2日(日)・9日(日) 未定

中学部　第8回ニッセイカップジュニア大会 6/25（日）・7/2（日）・9（日）・16(日)予備17（月・祝）

連　 盟⇒連盟本部　　　　　　　読　 売⇒読売新聞社　　　　　女　 子⇒全日本女子野球連盟

東日本⇒東日本ブロック　 　　報　 知⇒報知新聞社　　　　　西　 武⇒西武ライオンズ球団

６

月 6月度　支部会議（小・中：第12回ウイルソンサマーカップ埼玉大会抽選会）

行事・大会名

３

月

４

月

3月度東日本ブロック会議 （第26回関東ボーイズリーグ大会抽選会）

２

月

１

月

埼玉県支部世界大会選手選考会

ヴィーナスリーグ

小学部　BL3審判講習会　＊上記の開会式実施の際は延期

５

月

5月度　支部会議（小・中：第54回全国選手権大会支部予選抽選会）

埼玉県支部・審判BL2講習会
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東日本 7/8（土） 貸し会議室

小学部　第12回ウイルソンサマーカップ埼玉大会兼東日本選抜大会予選 7/9（日）・16（日）・予備17(月・祝) 深谷・毛呂山

中学部　第12回ウイルソンサマーカップ埼玉大会 7/16(日)・17(月・祝)・23(日)・30(日)・予備8/6(日)

7/15(土) 未定

都市対抗　4リーグ対抗戦 東日本 未定 東京ドーム（予定）

第3回東日本ブロック審判講習会(BL1受講予定者) 東日本 7/22（土）

第2回日本少年野球　北海道大会 東日本 7/28(金)・29(土)・30(日)・予備31(月) 8チーム、7/28ナイター開会式

西武 未定 メットライフドーム会議室

第54回全国選手権大会 連盟 8/2（水）～7（月）・予備8（火） 大阪

中学部　第17回全日本中学野球選手権大会 読売 調整中 東京ドーム球場ほか

女子 調整中 未定

第2回日本少年野球　東北選抜大会 東日本 8/11（金・祝）～14（月）・予備15（火） 東北各球場(16チーム)

第48回日本少年野球　関東大会 東日本 8/11（金・祝）～14（月）・予備15（火） 関東各球場(中16・小8チーム)

第23回鶴岡一人記念大会 連盟 8/17（木）～20（日）・予備21（月） 広島県呉市

小学部　第5回ファミリーマート杯 8/19（土）20（日）・予備27(日) 深谷地区

8/20(日) 未定

2023年報知オールスター戦 報知 8/26（土）・27（日）・予備9/3（日） 茨城県・栃木県支部

エイジェック 8/下旬～9月上旬

中学部　第11回西武ライオンズカップ大会 西武 未定 メットライフドーム他

中学部　秋季支部大会兼東日本選抜大会予選 8/27（日）・9/3（日）・10（日）予備17（日）

小学部　第3回フォースキフト杯・ジュニア 9/3(日)・10（日）予備17（日） 深谷・毛呂山

9月度　東日本ブロック会議 東日本 9/9（土） 貸し会議室

第3回審判委員会 東日本 9/10(日) ブロック事務所

9/16（土） 未定

小学部　ティーボール埼玉県支部大会 9/17（日）・予備18（月・祝） 富士見地区

小学部　秋季支部大会 9/24（日）・10/15（日）・予備22（日） 深谷・毛呂山

中学部　第３回フォースキフト杯・レギュラー 9/24(日)・10/1(日)・22(日)・予備29(日)

第4回東日本ブロック審判講習会 東日本 9/24（日） 未定

小学部　ティーボール・フレッシュ大会抽選会 東日本 9/30（土） ブロック事務所

中学部　第３回フォースキフト杯・ジュニア 10/1(日)・8日(日)・22(日)・予備29(日)

第35回東日本選抜大会 東日本 10/7(土)・8（日）・9（月・祝）・予備15（日） 東北支部

10月度　東日本ブロック会議 東日本 10/14（土） 貸し会議室

10/21（土） 未定

小学部　ティーボール東日本大会 東日本 10/29(日)・11/3(金・祝)・予備5(日) 埼玉県内

中学部　第54回春季全国大会支部予選 11/5(日)・12(日)・19(日)・予備23(木・祝)

11月度　東日本ブロック会議 東日本 11/11（土） 貸し会議室

第4回審判委員会 東日本 11/18（土） ブロック事務所

中学部　第9回本庄市長杯 東日本 11/18（土）・19（日）・予備26（日） 本庄市ケイアイほか

小学部　第23回フレッシュボーイズ大会・ジュニア 東日本 11/12（日）・19日・23（木・祝）・26（日）・予備12/3（日） 埼玉県内

銚子野球フェスティバル 東日本 11/23（木・祝） 銚子市　活性化イベント

11/25（土） 未定

中学部　第7回中村紀洋杯ジュニア大会 東日本 11/25（土）・26（日） 千葉県支部

小学部　冬季支部大会 12/3（日）・10（日）・予備17（日） 深谷・毛呂山

東日本ブロック納会・指導者講習会 東日本 12/2（土） 調整中

東日本ブロックBL1級取得認定講習会 東日本 12/3（日） 未定

中学部　第2回埼玉県知事賞争奪中学硬式野球大会 12/2（土）・3（日）・予備9（土） 埼玉県内及び周辺球場

埼玉県支部・審判BL2・BL3取得更新講習会 12/10(日) 未定

小学部活性化イベント 東日本 12/ 未定

※参考 ※世界大会　8月9日（火）～13日（金）　3チーム。 ※ベースボール　ワールドカップ　U15・12　未定。

※JUNIOR  ALL  JAPAN  アメリカ遠征(ノモ　ジャパン)未定。 ※2023　　U13  IMGベースボールクラシック　未定。

※指導者講習会　　12月・1月・2月

12

月

11月度　支部会議

埼玉県支部・BL3審判講習会 (各チーム3名まで)

行事・大会名

7月度　東日本ブロック会議
（第48回関東・東北選抜・北海道大会抽選会）

7月度　支部会議（小・中：秋季支部大会抽選）

８

月

女子部　第9回全国女子中学生硬式野球選手権大会

11

月

9月度　支部会議

10月度　支部会議（第54回春季全国大会埼玉県支部予選抽選会）

エイジェックチャンピオンシップ(ボーイズ/シニア/ポニー/ヤング/フレッシュ)

10

月

９

月

中学部　第11回西武ライオンズカップ大会抽選会

７

月


