石川県高等学校野球連盟１
No 月
1

業

名

場

所

備

考

石川県立野球場

モデル校
金沢泉丘・金沢辰巳丘・尾山台

21(水）

金沢ブロック審判講習会

金沢市民野球場

モデル校
金沢桜丘・石川高専・金沢高専

25（日）

加賀ブロック審判講習会

弁慶スタジアム

モデル校
小松・小松明峰・加賀

25（日）

能登ブロック審判講習会

七尾城山野球場

モデル校
羽咋工業・七尾・門前・輪島

第９０回記念選抜高等学校野球大会

阪神甲子園球場

2回戦：航空石川 10-0 膳所（滋賀・21世紀枠）
3回戦：航空石川 3-1 明徳義塾（高知）
準々決勝：航空石川 1-3 東海大相模（神奈川）
※ベスト8
2回戦：星稜 11-2 富島（宮崎）
3回戦：星稜 4-3 近江（滋賀）
準々決勝：星稜 9-14 三重（三重） ※ベスト8

小松市野球協会 審判実技指導講習会
（小松市野球協会創立90周年記念）強化試合

弁慶スタジアム
寺井野球場

招待校：龍谷大平安高校
対戦校：星稜・小松・小松明峰・野々市明倫
小松大谷・小松市立・飯田・小松商業・金沢学院
航空石川・大聖寺実業・小松工業

23（金） ～4/4（水）

3

事

石川県審判指導者講習会

3 18（日）

2

4

日（曜）

4 4(水）～6（金）

5

１３（金）

第１回理事会・理事研究協議会
第１３８回北信越地区高等学校野球石川県大会
（平成３０年度春季）組合せ抽選会

石川県青少年総合研修センター

理事研究協議会：13:00
抽選会：14:00

6

2１（土）～5/６（日）

第１３８回北信越地区高等学校野球石川県大会
（平成３０年度春季）

県立・市民・弁慶

優勝：星稜（2季連続37回目）
準優勝：日本航空石川

野球指導者研究協議会（第1回監督会議）

石川県青少年総合研修センター 組織、研修会等について検討、協議

7

5 10（木）

8

12（土）～13（日）

第５８回全国審判講習会

中沢佐伯記念野球会館 山上剛史審判員を（輪島支部）を派遣
阪神甲子園球場

9

17（木）

野球指導者研究協議会（第1回責任教師会議）

石川県青少年総合研修センター 各種規定、大会順守事項の確認、協議

10

19（土）～20（日）

北信越地区審判講習会〈新潟県〉

みどりと森の運動公園野球場 審判長・理事長会議 19日（土）

2（土）～5（火）
予備日：6（水）

第１３８回北信越地区高等学校野球大会
（平成３０年度春季）〈石川県〉

石川県立野球場(主）
金沢市民野球場

1回戦：金沢学院 1-7 日本文理（新潟）
1回戦：金沢 1-0 上田西（長野）
準々決勝：金沢 6-14 高岡商業（富山）
1回戦：航空石川 5-2 富山商業（富山）
準々決勝：航空石川 2-3 佐久長聖（長野）
準々決勝：星稜 7-0 関根学園（新潟）
準決勝：星稜 10-5 高岡商業（富山）
決勝：星稜 9-5 佐久長聖（長野）
※２季ぶり１8回目の優勝

12

17（日）

第１００回全国高等学校野球選手権記念石川大会
審判講習会

石川県立野球場

モデル校
寺井・鶴来・松任

13

18（月）

第１００回全国高等学校野球選手権記念石川大会
運営委員会

県工・多目的ホール

第100回全国高等学校野球選手権
記念石川大会について協議

14

２２（金）

第２回理事会・理事研究協議会
兼第１００回全国高等学校野球選手権石川大会
理事会(監督・責任教師会議)

石川県青少年総合研修センター

第100回全国高等学校野球選手権
記念石川大会について協議

15

２７（水）

第１００回全国高等学校野球選手権記念石川大会
組合せ抽選会及び育成功労賞授賞式

津幡町文化会館シグナス 育成功労賞：米岡 利剛 氏

11

6

都道府県功労者：中野 好光 氏
（金沢辰巳丘高校教頭）
（小松北高校）

16

7 1２（木）～25（水）

第１００回全国高等学校野球選手権記念石川大会

県立・市民・弁慶

優勝：星稜（２年ぶり１９回目）
準優勝：金沢学院

17

8 5（日）～21（火）

第１００回全国高等学校野球選手権記念大会

阪神甲子園球場

1回戦：星稜 9-4 藤蔭（宮崎）
2回戦：星稜 11-13 済美（愛媛）
※延長13回ﾀｲブレーク

18

11（土）～12（日）

第３９回石川県工業高等学校野球大会

県立・志雄

優勝：石川高専

19

13（月）

第２７回石川県商業高等学校野球大会

石川県立野球場

優勝：小松商業
招待校：浦添工業
航空石川 5-3 浦添工業
小松 3-1 浦添工業
遊学館 10-2 浦添工業
金沢商業 ３－２ 浦添工業

20

2２（水）～2４（金）

第2回 沖縄・石川親善高校野球交流試合

石川県立野球場
弁慶スタジアム

21

27日（月）

野球指導者研究協議会（第２回責任教師会議）

石川県青少年総合研修センター 選手権大会総括、大会運営などについて協議

29（水）

第３回理事会・理事研究協議会
第１３９回北信越地区高等学校野球石川県大会
（平成３０年度秋季）組合せ抽選会
平成３０年度石川県高野連優秀選手表彰式

石川県青少年総合研修センター 抽選会

22

１５

優秀選手２９名を表彰
理事研究協議会

石川県高等学校野球連盟２
No 月
23

日（曜）

9 3（月）～9（日）

事

業

場

名

第12回BFA U18アジア野球選手権

所

備

考

宮崎市

奥川 恭伸投手（星稜）が出場

24

8(土）～25（火）

第１３９回北信越地区高等学校野球石川県大会
（平成３０年度秋季）

県立・市民・弁慶

優勝：星稜（3季連続38回目）
準優勝：遊学館
第3代表：小松商業

25

30（日）～10/3（水）

第７３回国民体育大会高等学校野球競技
（硬式競技）

福井県営野球場

出場なし

第１３９回北信越地区高等学校野球大会
（平成３０年度秋季）〈新潟県〉

ハードオフエコスタジアム（主）

1回戦：星稜 9-0 関根学園（新潟）
準々決勝：星稜 11-0 松本第一（長野）
準決勝：星稜 4-0 東海大諏訪（長野）
決勝：星稜 7-4 啓新（福井）
※星稜は2季連続19回目の優勝
1回戦：遊学館 8-1 新潟南（新潟）
準々決勝：遊学館 2-3 啓新（福井）
1回戦：小松商業 0-10 日本文理（新潟）

～21（日）

第２６回石川県高等学校野球一年生大会（予選）

各校グラウンド

20校による県大会

27（土）～11/10（土）

第２６回石川県高等学校野球一年生大会

石川県立野球場他

優勝：星稜（3年ぶり9回目）
準優勝：小松大谷

第４9回明治神宮野球大会

明治神宮球場

10 13（土）14（日）
26

20（土）21（日）

27

北信越地区代表：星稜

28 11 8（金）～13（火）

準々決勝：星稜 ９－０ 広陵（中国地区・広島）
準決勝：星稜 ７－４ 高松商業（四国地区・香川）
決勝：星稜 １－２ 札幌大谷（北海道地区）
※準優勝

29

16（金）

平成３０年度野球指導者研究協議会(第２８回監督研修会）
（第３回監督会議、第３回責任教師会議）
第４回理事会・理事研究協議会

石川県立野球場
石川県地場産業振興センター

30

17(土）

技術指導講習会

石川県立野球場

石川県高等学校野球連盟創立７０周年記念祝賀会

ホテル日航金沢

近十年史発刊記念パーティー

プロ野球現役選選手によるシンポジウム
『夢の向こうに』in石川

小松ドーム

現役プロ野球選手12名
加盟校36校、167名の参加

31 12 1（土）
32

8（土）～9（日）

技術講習会
講師：上月健太氏（國學院大學コーチ）
モデル校：金沢桜丘高校、金沢市立工業高校

平成30年度日本学生野球協会優秀選手表彰

33

1 11（金）

第５回理事会・理事研究協議会

石川県青少年総合研修センター 竹谷理央 星稜高校野球部主将

34

2 1１（月）

放送員養成講習会

石川県青少年総合研修センター

講師：3年生女子マネージャー
加盟校女子マネージャー約80人が参加

35

16（土）

野球指導者研究協議会（第４回責任教師会議）
※講演会

石川県青少年総合研修センター

講演会
講師：木南 一志 氏

10/27（土）～11/10（土）

公式記録員養成講習会

石川県立野球場他

１年生大会中

※ その他

小学生・中学生対象野球教室

12/8（土）シンポジウム「夢の向こうに」と同時開催（弁慶スタジアム）

次年度事業計画、大会日程について、その他

その他随時

現役プロ野球選手3名、OB1名 小学生51チーム282名、中学生9チーム158名の参加
補助員：小松高校、小松工業高校、小松大谷高校、野々市明倫高校

中学生3年生対象高校野球塾（軟式・硬式）

8/25（土）26（日）、10/8（日）、11/10（日）の計4回実施

各地区技術講習会（合同練習会）

金沢地区：11/10（土）、11（日）の計2回実施
能登地区：11/10（土）実施

学童、未就学児対象野球教室・出張（出前）野球教室

10/16（火）津幡 津幡町萩野台小学校学童クラブ（12名の参加）
12/18（火）津幡 白山市立明光小学校学童クラブ（1年生17名の参加）
11/8（木）寺井 保育園に出向き野球体験教室
11/17（土）金沢泉丘 学童：米丸クラブ
12/10（月）,12（水）,13（木） 鹿西 中能登町内放課後児童クラブの小学生
12/23（日）鵬学園 徳田学童クラブ
12/27（木）小松商業・小松

犬丸学童野球クラブ、符津少年野球クラブ、日末ジュニアクラブ、
月津ヶ丘少年野球クラブ、加賀八幡少年野球クラブ

1/16（水）,17（木）,18（金） 鹿西 中能登町内放課後児童クラブの小学生
2/4（月)、7日（木） 穴水 児童クラブ「穴水おひさまくらぶ」、向洋小
2/6（水) 鹿西 朝日放課後児童クラブの小学生、徳田少年野球クラブ
2/11（月）金沢 学童：御園学童野球クラブ、富陽学童野球クラブ、野々市学童野球クラブ
館野学童野球クラブ、菅原学童野球クラブ
2/11（月）金沢桜丘 学童：大徳、三馬、西南部、新神田）
2/17（日）野々市明倫 学童：長坂台クラブ
輪島 学童：町野野球クラブ

１６

