
月 日 曜日
４月 5日 （日） 協会

12日 （日） 南北
18日 （土） 協会
19日 （日） 南区
29日 （水） 少

５月 2日 （土） 〃
6・9・16日 （水・土・土） 北九
10日 （日） 南北
9・10日 （土・日） 協会
17日 （日） 〃
31日 （日） 南区

６月 6・7日 （土・日） 協会
6日 （土） 少

13・21日 （土・日） 〃
21日 （日） 南区
28日 （日） 協会

７月 5日 （日） 〃
5日 （日） 南北
11日 （土） 北連
18日 （土） 協会
18・19日 （土・日）
25日 （土） 南北
26日 （日） 南区

８月 1～4日 協会
1・2日 （土・日） 少
8日 （土） 協会
9日 （日） 少
15日 （日） 〃
29日 （土） 協会

（　） 〃
（　） 〃
（　）
（土・日） 南区

９月 6・7日 （土・日） 少
13日 （土） 南北
15・20日 （月・土） 少
27・28日 （土・日） 協会第25回九州小学生選抜福岡県大会　　5年生以下 ひびきコスモス運動場

小倉南北ソフトボール連盟春季大会 文化記念公園

第25回九州小学生選抜北九州予選　　5年生以下 ひびきコスモス運動場
第17回西日本小学生ソフトボール大会

大　　会　　名 会　　　場

平成２７年度横代ライオンズ倶楽部・年間予定表（作成日４月７日）　　　　　　　　YL

第29回全日本小学生ソフトボール大会北九州予選（9チーム県大会へ） ひびきコスモス運動場

第17回西日本小学生ソフトボール大会北九州予選（9チーム県大会へ) ひびきコスモス運動場
南区大会Aクラス春季大会 曽根東スポーツ公園
スポーツ少年団春季ソフトボール大会 ひびきコスモス運動場
　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　2日目 　　　　〃
第33回北九州ヤクルト杯春季少年ソフトボール大会 　　　　　〃　　（桃園球場・運動場）
小倉南北Aクラス大会 文化記念公園
第29回全日本小学生ソフトボール大会県大会 ひびきコスモス運動場
第32回九州小学生ソフトボール大会北九州予選（9チーム県大会へ） 　　　　　　〃
南区大会B・Cクラス 曽根東スポーツ公園
第17回西日本小学生ソフトボール大会県大会 柳川
指導者・父母合同懇親会　　19時より 小倉ステーションホテル
スポーツ少年団春季低学年ソフトボール大会 桃園球場・運動場
南区大会クラス未定 文化記念公園
第32回九州小学生ソフトボール大会県大会 筑紫諸田多目的グラウンド
　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　2日目 　　　　　　　〃
小倉南北（A・B・C） 文化記念公園
夏季大会（西日本4・岩国8）推薦大会 ひびきコスモス運動場
第35回レインボー九州少年大会北九州予選 ひびきコスモス運動場
四国松山会長杯 松山市河川敷多目的グラウンド
小倉南北オールスター戦　　　　16時より 三萩野球場・少年球場
南区大会Aクラス夏季大会 曽根東スポーツ公園

北九州空港杯（低学年） ひびきコスモス運動場
北九州空港杯（低学年）２日目 桃園球場・運動場

第29回全日本小学生ソフトボール大会 高知市
北九州空港杯 ひびきコスモス運動場
北九州総合小学生ソフトボール大会 ひびきコスモス運動場

北九州ジェイコム杯　　　　　　　　　　　　5年生以下 ひびきコスモス運動場
小倉南北B・Cクラス 文化記念公園
スポーツ少年団秋季ソフトボール大会 桃園球場・運動場

第32回九州小学生ソフトボール大会
橘エンデバー杯 長崎
南区大会（予備日） 曽根東スポーツ公園

27・28日 （土・日） 協会
27日 （日） 南区

（　） 南区

１０月 4・5日 （土・日） 北九
12日 （日） 〃
13・18日 （月・土） 少
4・18日 （日） 南区
25・26日 （土・日） 北九
25日 （日） 南北

（　）

１１月 2日 （日） 北九
3・8日 （月・土） 〃
14日 （土）
15日 （日） 協会

（日） 北九
23日 （月） 少
29日 （日） 南区

１２月 6日 （日） 南区

２８年

１月 17日 （日） 南区

２月 21日 （日） 少
28日 （日） 南北

３月 6日 （日） 南区
13日 （日） 南北
20日 （日） 南北
21日 （月） 少
26日 （土） 南区

南区大会Aクラス秋季大会 文化記念公園

南区大会

第3回北九州小学生グランプリ大会 ひびきコスモス運動場
下松市・下関市・北九州市親善交流大会 下松市
スポーツ少年団新人戦 ひびきコスモス運動場

北九州市長杯・選手権・記念大会　開会式　午後より 桃園球場
　　　　　　　　　　　　〃 桃園球場・運動場
小倉南北を紫川会田村杯に変更

リースキン旗西日本親善選手権大会 東広島
小倉南北B・Cクラス 文化記念公園
飯塚二瀬地区ソフトボール大会 伊岐須小

桃園運動場
南区大会B・Cクラス　4・18日どちらかに開催

第25回九州小学生選抜福岡県大会　　5年生以下 ひびきコスモス運動場
南区大会B・Cクラス
京築・南区親善大会

北九州ヤクルト杯秋季ソフトボール大会 ひびきコスモス運動場

小倉南区駅伝大会 文化記念公園

北九州市・広島市・岩国市親善交流大会 岩国市
スポーツ少年団秋季低学年ソフトボール大会

スポーツ少年団新人戦 ひびきコスモス運動場
小倉南区新人戦

小倉南区大会の予定は１ヶ月前でないと、グラウンドを抑えることが
出来ないとの事、その都度連絡するそうです。

スポーツ少年団お別れ大会 桃園球場・運動場
小倉南北お別れ大会 文化記念公園

小倉南区お別れ大会 文化記念公園
小倉南北お別れ大会（予備日） 文化記念公園
小倉南北団新人戦 日明臨海公園


