
                　　   南足柄市ソフトボール協会

会　     　  場 同好会

'17  1/21 (土),22(日) 29年度登録 女性センター 第1会議室 主催 17：00～18：00
 1/19 (木) 市・Ｇ調整会議 市役所５階　大会議室  共催 19：00～
 2/12 (日) 市協会・技術講習会 体育/G,雨/第３体育室  主催 9：00～15：30

　  2/26 (日)　 県協会・審判・記録・伝達研修 相模原市立旭中学校  後援 13:00～16：00
 3/5 (日)　 県協会・専門委員総会 洗足学園高等学校  後援 13:00～16：00
 3/11(土) 評議員会（総会） 女性センター・会議室１+２  主催 17:40～
 3/12 (日) 開幕大会 大口/Ｇ 後援 岡本同好会
 3/19 (日) 市協会・伝達研修会 大口/Ｇ 　 主催
 3/19 (日) リーグ開幕大会 大口/Ｇ 7:30まで 後援 南自治連合会
 3/20 (祝)，3/25(土) 第17回 桜菊杯親善大会 福沢小学校G、大口/Ｇ 主管 7:30～
 3/26 (日）,4/2(日)　 第48回 春季スローピッチ大会 大口/Ｇ 7:30まで 主催

 4/8 (土) 第70回 県協会・定時評議員会 後援 14:00～
 4/9(日),5/7（日） 第77回 春季大会 大口/Ｇ 7:30まで 主催
 4/16(日) リーグ戦 大口/Ｇ 9:00まで 後援 南自治連合会
 4/23（日）,5/7（日） 第32回 市・壮年大会  大口/Ｇ 7:30まで 主催 岡本同好会
 4/30(日) 早朝リーグ戦 大口/Ｇ 9:00まで 後援 岡本同好会
 5/14(日) 早朝リーグ戦 大口/Ｇ 9:00まで 後援 岡本同好会
 5/21(日) リーグ戦 大口/Ｇ 9:00まで 後援 南自治連合会
 5/20（土）、6/3（土） グランド整備 大口/Ｇ 主催
 5/27,(土）、6/10(土） グランド整備（15時～18時）大口/Ｇ 主催
 5/28,6/4,11(日) 第26回 全日本実年県予選 大口/Ｇ 7:30まで 主管
 6/18（日）,7/23(日) 第28回 クラブ普及大会 大口/Ｇ 7:30まで 主催
 6/25（日） リーグ戦 大口/Ｇ 9:00まで 後援 南自治連合会
 7/2（日）,9(日)、16、23 第8回 支部対抗大会 厚木市 後援 神奈川県協会
 7/2（日） 早朝リーグ戦 大口/Ｇ 9:00まで 後援 岡本同好会
 7/9（日）,7/23(日) 第41回 実業団大会 大口/Ｇ 7:30まで 主催
 7/16(日) リーグ戦 大口/Ｇ 9:00まで 後援 南自治連合会
 7/30（日） 早朝リーグ戦 大口/Ｇ 9:00まで 後援 岡本同好会
 8/6(日) リーグ戦 大口/Ｇ 9:00まで 後援 南自治連合会
 8/19（土） グランド整備（15時～18時）大口/Ｇ 主催
 8/20（日）,26(土) 第26回 県家庭婦人親善大会 大口/Ｇ 7:30まで 主催
 8/27(日) 夏季大会 大口/Ｇ  後援 岡本同好会
 9/9（土）、9/16（土） グランド整備 大口/Ｇ 主催
 9/23（土） グランド整備（15時～18時）大口/Ｇ 主催
 9/10（日）,17（日）,24（日） 第46回 市・総合体育大会 大口/Ｇ 7:30まで 主管
 10/1（日）,8(日) 第49回 秋季スローピッチ大会 大口/Ｇ 7:30まで 主催
 10/9(祝） 第18回 ミニソフトボール教室 体育セ)第1体育室  主催 9：00～12：00
 10/15（日）、22（日） 第46回 少年スポーツ大会 駒千代青少年広場 9:00まで 主管  
 10/15(日) リーグ戦 大口/Ｇ 9:00まで 後援 南自治連合会
 10/22(日) 早朝リーグ戦 大口/Ｇ 9:00まで 後援 岡本同好会
 10/28（土）、11/4（土） グランド整備（15時～18時）大口/Ｇ 主催
 10/29,11/5(日) 第78回 秋季大会 大口/Ｇ 7:30まで 主催
 11/12(日) リーグ戦 大口/Ｇ 9:00まで 後援 南自治連合会
 11/19(日),12/3（日） 第26回 南足柄ﾘｰｸﾞ選手権大会 大口/Ｇ 7:30まで 主催
 11/26(日),12/3（日） 第9回 南足柄チャンピオン大会 大口/Ｇ 7:30まで 主催
 12/9（土）,10(日) 納会・研修会 未定 7:30まで 主催
 12/17(日) 協会・予備日 大口/Ｇ 7:30まで 主催 　  

'18  1/20(土),21(日) 30年度登録 女性センター（予定） 主催 17：00～18：00
 1/   (   ) 協会・Ｇ調整会議  主催 19：00～
 2/11(日) 市協会・技術講習会 体育セ/G,雨/第３体育室  主催 9：00～15：30
 2/ (日) 県協会・伝達研修会  後援 9：00～12：00
 3/() (日) 県協会・専門委員総会  後援 13:30～16：20
 3/10(土) 評議員会（総会） 女性センター(予定)  主催
 3/11(日) 開幕大会 大口/Ｇ 後援 岡本同好会
 3/18(日)　 市協会・伝達講習会  主催 　
 3/18(日) リーグ開幕大会 大口/Ｇ 7:30まで 後援 南自治連合会
 3/21 (祝)，3/24(土) 第18回 桜菊杯親善大会 福沢小学校G、大口/Ｇ 主管 7:30～
 3/25（日）,4/1(日)　 第50回 春季スローピッチ大会 大口/Ｇ 7:30まで 主催
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