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月 日 曜日 行　　事 審判部役割

12/28～1/1 土 阿里山盃日台国際野球大会（台湾・嘉義市） 東関東支部選抜チーム参加

18 土 関東連盟総会（ハイアットリージェンシー東京） 関東連盟

25 土 日本協会審判講習会（関東村グランド） 関東連盟 審判長/本部付（チーム代表1名） 1月31日 2020年度 チーム登録・年次選手登録期限

2 9 日 春季支部大会抽選会（ふれあいプラザ八千代） 東関東支部 審判部役員 千葉３ブロック主管

16～3/22 日 春季支部大会 東関東支部 支部審判派遣 2月29日 2020年度 チーム登録金納入期限

29 土 関東連盟開幕式（神宮球場） 関東連盟 審判長/本部付（チーム代表1名）

3 25～31 水 JA共済杯 第26回全国選抜大会（25日開会式と懇親会） 関東連盟 支部選抜審判員 大阪シティー信用金庫スタジアム（旧舞洲スタジアム）・他

4 2 木 関東連盟春季大会抽選会 関東連盟 会場未定

5～5/3 日 関東連盟春季大会 関東連盟 本部付審判員 決勝戦・３位決定戦⇒江戸川区球場

11 土 第13回読売新聞社杯大会組合わせ抽選会　主管：西千葉ブロック 千葉３B 千葉審判部役員 抽選会後、事務局長懇親会予定

19～5/4 日 第13回読売新聞社杯大会（兼第41回千葉県大会） 千葉３B 千葉帯同審判/登録審判員(決勝派遣) 4月17日必着 2020年度 年次選手登録期限

5 ２ 土 全米選手権トライアウト 狭山シニアグランド（会場変更あり）

6 水 指導者講習会・夏季大会組合せ抽選会 関東連盟 全審判長/本部付 タワーホール船堀

9 土 第14回ノーブルホームフレッシュマン大会抽選会 茨城B 帯同審判/登録審判員 会場未定

選抜審判講習会（昇級選考） 関東連盟 支部選抜審判員 西東京支部

10～6/21 日 関東連盟夏季大会（決勝戦・３位決定戦⇒西東京支部内球場） 関東連盟 支部選抜審判員 5月15日 2020年度 年次選手登録料納入期限

6 6 土 千葉日報社新人大会組合せ抽選会　主管：東千葉ブロック 千葉３Ｂ 審判部役員

14～7/12 日 千葉日報社新人大会（予備日 各土曜日、7/23～26） 千葉３Ｂ 帯同審判/登録審判員(決勝派遣)

22 土 第14回全日本中学野球選手権大会・ジャイアンツカップ　審判講習会（会場：　　　球場） 関東連盟 支部選抜審判員

27・28 土日 第14回ノーブルホームフレッシュマン大会 茨城B 帯同審判/登録審判員 会場未定（ノーブルホームスタジアム他）

27 土 第12回茨城中学硬式野球 Seekel Baseball Classic 2019 抽選会 茨城B 帯同審判/登録審判員 会場未定

7 千葉ロッテマリーンズカップ2020組合せ抽選会・実行委員会/審判委員会開催 千葉３Ｂ 審判部役員 日時未定

4・5 土日 ジャイアンツカップ 茨城県地区代表決定戦 東関東支部 支部審判派遣 会場未定

4・5・11 土日 ジャイアンツカップ 千葉県予選（予備日 7/12） 東関東支部 支部審判派遣 予定

11・12 土日 ジャイアンツカップ 茨城・栃木地区代表決定戦 東関東支部 支部審判派遣 日時未定

16～24 木 MCYSA（全米選手権）大会⇒未定 アメリカ　イリノイ州・クリスタルレイク

25・26 土日 2020 茨城ブロック桜川大会（秋季支部大会シード決め） 茨城B 帯同審判/登録審判員(決勝派遣) 会場未定

23～27 木

JA共済ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 第11回林和男旗杯

兼九州連盟45周年記念全国選抜大会

兼第3回GirlsChampionship

関東連盟 支部選抜審判員 福岡県（23日開会式と懇親会）

29 水 千葉ロッテマリーンズカップ2020開会式（夕方） 千葉３B 全審判長/本部付/登録審判/帯同審判 日時未定

7/29～8/3 水 リポビタンカップ 第48回日本選手権大会（29日監督会議と懇親会） 関東連盟 支部選抜審判員 宮城県

8 1～16 土日 千葉ロッテマリーンズカップ2020大会（予備日 8/10） 千葉３B 全審判長/本部付/登録審判/帯同審判 会場未定

8/1～8/8 土 第12回茨城中学硬式野球 Seekel Baseball Classic 2019（予備日：8/9） 茨城B 帯同審判/登録審判員 会場未定

7～11 金 第9回東日本選抜大会（7日開会式と懇親会） 関東連盟 支部選抜審判員 信越連盟

秋季支部大会組合せ抽選会 東関東支部 審判部役員

16～21 日 第14回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ予定 関東連盟 支部選抜審判員 福島県いわき市、日立市

21 金 千葉ロッテマリーンズカップ2020大会決勝戦・閉会式 千葉３B 全審判長/本部付/登録審判/帯同審判 日時未定

16～9/27 日 秋季支部大会開会式（8/16または23日開会式予定） 東関東支部 支部審判派遣 16(日)または23(日)を初日

9 　（阿里山盃選手選抜）

10 ミズノ旗杯関東連盟秋季大会抽選会 関東連盟 日時・会場未定

4～11/3 日 ミズノ旗杯関東連盟秋季大会 関東連盟 支部選抜審判員 決勝戦・３位決定戦⇒駒沢球場

17 土 成田国際空港杯フレッシュマン大会抽選会 東関東支部 審判部役員 千葉県内（主管：南千葉ブロック）・茨城県内

18 日 審判講習会その１（千葉会場） 東関東支部 審判員全員 ナスパスタジアム予定

25・11/1.3 日 成田国際空港杯フレッシュマン大会千葉ブロック 千葉３B 帯同審判/登録審判員 会場未定

30・31 土日 成田国際空港杯大会茨城ブロック大会 茨城B 会場未定

11 11～17・18 日 成田国際空港杯フレッシュマン大会 東関東支部

22 日 審判講習会その２（茨城会場） 東関東支部 審判員全員 竜ケ崎工業団地グラウンド

28 土 支部３部会合同会議・懇親会（成田ビューホテル） 東関東支部 全審判長/本部付 11月13日 2020年度 追加年次選手登録期限

12 5 土 JABA指導者講習会 関東連盟 全審判長/本部付

阿里山盃選抜チーム壮行会 東関東支部 支部審判派遣 12月5日(土)・場所未定

関東連盟審判部・総会 関東連盟 審判部役員

連盟関連・その他
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感謝の気持ちを“力”に換えて
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