
                             令和３ 年１ 月３ １日

チーム代表者 各位

                             草加市ソフトボール協会

                             会 長 多 田 祐 一

令和２年度定期総会（書面決議）のご案内

時下 ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、令和２年度の定期総会につきましては、新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、

書面による決議といたしますので、同封の総会資料をご覧いただき、書面決議用はがきに

必要事項をご記入のうえ、２月１３日（土）までに返信いただきますようお願いいたしま

す。

記

決 議 日  令和３年２月１３日（土） ※返信締め切り日

      

議  事  ・令和２年度事業報告及び収支決算報告（監査報告）

     ・令和３年度事業計画案及び収支予算案について

今後の各チームの皆様への連絡方法について（お願い）

新型コロナウイルス感染症の収束が不透明な中、今後の感染状況によっては草加市から

施設利用等の制限などが数日前に決定されるケースが考えられ、当協会の予定している大

会や会議の早急な変更に迫られることとなります。その場合、郵送のお知らせや電話連絡

等での対応では間に合いません。

つきましては、当協会のホームページを活用し、即時の連絡や情報の伝達をしていきま

すので、チームの代表者におかれましては、随時パソコンやスマートフォン等で確認いた

だきますようお願い申し上げます。

なお、東武よみうり旗争奪戦大会の代表者会議につきましては、行なわない方向で検討

しておりますので、決定次第当協会ホームページで詳細を掲載させていただきます。

何卒皆様のご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

〇草加市ソフトボール協会ホームページ

ＵＲＬ：http://soka-soft.com/



令和２年度 事業報告

開 催 日 事 業 内 容 会  場
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９日
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１８日

１８日

２０日

２４日

   ２５日

２６日

  ３０日

２月  １日

  １～２日

２日

５日

９日

９日

   １６日

   ２３日

   ２３日

   ２４日

   ２９日

３月  １日

    ６日

８日

８日・１５日  

  １４日

   １４日

   ２２日

   ２２日

   ２８日

２９日

２９日

４月 １２日

  下旬

５月 １６日

中旬

３１日

６月 ２０日

県南支部 ２０１９年度会計監査

草加市 賀詞交歓会

県南支部 理事会

２０１９年度会計監査・事業報告書作成会議

第１回執行部会

草加市体育協会 競技委員会・理事会

草加市体育協会 新春スポーツを語る会

県南支部 役員会

審判・記録・日ソ協チーム各種登録会

草加市体育協会 加盟団体協議会

第１回理事会

県南支部 役員懇談会

松江グラウンド運営委員会総会

第１回役員会

県南支部 審判・記録・日ソ協チーム各種登録会

県南支部 臨時理事会（日本リーグ打ち合わせ）

２０１９年度定期総会

県協会 審判員伝達講習会

県協会 記録員伝達講習会

県南支部 評議員会

第３５回東武よみうり旗争奪戦大会 代表者会議

県南支部 審判員伝達講習会

第２回執行部会

第９回草加松原太鼓橋ロードレース大会協力 ※中止

東武よみうり杯第４２回東部中学校女子研修大会 ※中止

県南支部 理事会

第３５回東武よみうり旗争奪戦大会 日程会議

県協会 評議員会

市協会 審判員伝達講習会 ※中止

第３回執行部会

市協会 記録員伝達講習会 ※中止

第３５回東武よみうり旗争奪戦大会 開会式 ※中止

第１７回全日本一般男子兼第１０回関東一般男子兼第２６

回関東社会人大会県南予選会 ※中止

草加市スポーツ協会 加盟団体協議会及び理事会 中止

第４回執行部会

県南支部 理事会 ※中止

グラウンド清掃 ※中止

第５回執行部会

蕨市

アコスホール

上尾市

市民体育館

市民体育館

市民体育館

アコスホール

戸田市

谷塚文化ｾﾝﾀｰ

記念体育館

記念体育館

千葉県白子町

大徳

市民体育館

上尾市

上尾市

記念体育館

鴻巣市

鴻巣市

戸田市

記念体育館

新座市

銀次

草加小学校他

そうか公園

戸田市

峯分会館

さいたま市

草加南高校

峯分会館

松江Ｇ

松江Ｇ

そうか公園

記念体育館

峯分会館

上尾市

松江Ｇ

峯分会館



開 催 日 事 業 内 容 会  場

７月 ４日

   １１日

８月  １日

   １６日

９月 ６日

１２日

１０月 ４日

    ８日

   ２５日

２９日

１１月 ３日

   １４日

   １５日

   ２３日

１２月 １日

    

   ２６日

   

随時

第２回役員会

県南支部 理事会

令和２年度市長杯争奪戦大会 代表者会議

第３３回県民総合スポーツ大会（一般男子）※中止

令和２年度市長杯争奪戦大会 開会式

県南支部 理事会

草加市スポーツ協会会長杯シニア杯 ※中止

松江グラウンド利用団体説明会

グラウンド清掃

草加市スポーツ協会 理事会

学校開放校区大会（１日目）

県南支部令和３年度日程会議・理事会

令和２年度市長杯争奪戦大会 閉会式

学校開放校区大会（２日目）

令和３年度屋外体育施設調整会議（そうか公園日程）

役員・理事・審判員・記録員 納会 ※中止

県南支部 令和２年会計監査

グラウンド清掃

記念体育館

戸田市

記念体育館

そうか公園

松江Ｇ

上尾市

そうか公園

草加市役所

松江Ｇ

記念体育館

そうか公園

戸田市

松江Ｇ

そうか公園

記念体育館

朝霞市





開 催 日

　１月（中止） 草加市　賀詞交歓会 アコスホール

　　　　　９日 県南支部　理事会、役員会 上尾市

　　　　１６日 令和２年度会計監査・事業報告書作成会議 市民体育館

　　　　１６日 第１回執行部会 市民体育館

　　　　２０日 草加市スポーツ協会　競技委員会・理事会 市民体育館

　　　（中止） 草加市スポーツ協会　新春スポーツを語る会 アコスホール

　　　（中止） 草加市スポーツ協会　加盟団体協議会（２８日） 記念体育館

　　　　３１日 審判・記録・日ソ協チーム各種登録会 松江Ｇ

　２月（中止） 県南支部　役員懇親会

　　　（中止） 松江グランド運営委員会・総会 大徳

　　　（中止） 第１回理事会（６日） 記念体育館

　　　　　７日 県南支部　審判・記録・日ソ協チーム各種登録会 上尾市

　　　（中止） 第１回役員会（１０日）

　　　（中止） 令和２年度定期総会（２０日） 記念体育館

　　　　２３日 県南支部　令和２年度評議員会 戸田市

　　　　２８日 県協会　審判員伝達講習会 鴻巣市

　　　　２８日 県協会　記録員伝達講習会 鴻巣市

　３月　　７日 県南支部　審判員伝達講習会 新座市

　　　　　６日 第３６回東武よみうり旗争奪戦ソフトボール大会　代表者会議 記念体育館

上旬 第３６回東武よみうり旗争奪戦ソフトボール大会　日程会議

上旬 県南支部　理事会 戸田市

（来年度延期） 第１０回草加松原太鼓橋ロードレース大会協力 草加小学校他

　　７、１４日 東武よみうり杯第４３回東部中学校女子ソフトボール研修大会 そうか公園

　　　　　　　　　　　　　　　　　（予備日：２０日） そうか公園

　　　　２０日 県協会　評議員会 さいたま市

　　　　２１日 市協会　審判員伝達講習会 谷塚文化ｾﾝﾀｰ

　　　　２８日 第３６回東武よみうり旗争奪戦ソフトボール大会　開会式 松江Ｇ

　　　　２８日 市協会　記録員伝達講習会 松江Ｇ

　４月　　３日 第１８回全日本一般男子兼第１１回関東一般男子兼第２７回関東

　　　　　　　　社会人大会県南予選会代表者会議（代理抽選）

　　　　　３日 第２回役員会

　　　　１８日 第１８回全日本一般男子兼第１１回関東一般男子兼第２７回関東 そうか公園

　　　　　　　　　　　　　　　社会人大会（予備日：２５日）

　５月　　中旬 県南支部　理事会 上尾市

　　　　３０日 グランド清掃 松江Ｇ

令和３年度　事業計画（案）

事　業　内　容 会　場



開 催 日

　６月　　中旬 令和３年度市民体育祭（市長杯）ソフトボール大会　代表者会議 記念体育館

　７月　　３日 県南支部　審判委員会 さいたま市

　　　　　上旬 令和３年度市民体育祭（市長杯）ソフトボール大会　日程会議

　　　　　中旬 県南支部　理事会 戸田市

　　　　　下旬 令和３年度市民体育祭（市長杯）ソフトボール大会　開会式 松江Ｇ

　　　　　下旬 第３６回東武よみうり旗争奪戦ソフトボール大会　閉会式 松江Ｇ

　　　　　下旬 県協会　理事会 坂戸市

　８月　　７日 第３４回県民総合スポーツ大会（一般男子）県南予選会

　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者会議（代理抽選）

　　　　　７日 第３回役員会

　　　　２１日 第１５回全日本小学生大会兼第３２回関東小学生選抜(男子・女子)

　　　　　　　　　　　　　　県南予選会代表者会議（代理抽選）

　　　　２２日 第３４回県民総合スポーツ大会（一般男子）県南予選会 総合クランド

　　　　　　　　　　　　　　　　　（予備日：２９日） 総合クランド

　９月　　５日 第１５回全日本小学生大会兼第３２回関東小学生選抜(男子・女子) 総合クランド

　　　　　　　　　　　　　　　　　（予備日：２２日） 総合クランド

　　　　　中旬 県南支部　理事会 上尾市

１０月（中止） 草加市スポーツ協会会長杯第７回シニア大会 そうか公園

　　　　　中旬 学校開放校区ソフトボール大会　代表者会議 記念体育館

　　　　　中旬 第４回役員会

　　　　　下旬 草加市スポーツ協会　理事会 記念体育館

　　　　３１日 グランド清掃 松江Ｇ

１１月  3･23日 学校開放校区ソフトボール大会 そうか公園

　　　　　中旬 県南支部　令和４年度日程会議 戸田市

　　　　　中旬 県南支部　理事会 戸田市

　　　　　下旬 令和３年度市民体育祭（市長杯）ソフトボール大会　閉会式 松江Ｇ

１２月　　４日 県南支部　審判委員会 さいたま市

　　　　　上旬 県協会　納会

　　　　　上旬 令和４年度屋外体育施設調整会議（そうか公園日程）

　　　　　上旬 市協会　役員・理事・審判員・記録員　納会

　　　　　随時 役員会・執行部会・理事会・各委員会

グランド清掃

会　場事　業　内　容





令和２年度 各部・市外派遣・大会 事業報告

審判部事業報告

（１）会議・講習会・行事

市協会審判員登録会        谷塚文化ｾﾝﾀｰ   1／26    ５４名

県協会審判伝達講習会       鴻巣市      2／23      １名

県南支部審判伝達講習会      新座市      3／1       ５名

市協会伝達講習会 ※中止     草加南高校    3／22       

（２）市外派遣

土屋旗争奪（シニア）県南予選会   志木市      7／12      １名

県民総合スポーツ(一般男子)県南予選会桶川市      8／9      ２名

埼玉県学校総体（高校女子）  熊谷市      8／22      ２名

関東小学生男子交流大会     さいたま市      8／22      １名

県民総合スポーツ大会（壮年）   蓮田市      8／23       ２名

新座市会長杯ハイシニア秋季大会   新座市      9／1・8・15   ３名

高校女子南部地区夏季研修大会   戸田市      9／5・19・21・22 ７名

県民総合スポーツ（実年）県南予選会 川口市      9／13      １名

埼玉県スポーツ少年団中央大会    北本市      9／21      ２名

日本女子リーグ第７節        朝霞市      9／27      １名

関東古希大会          さいたま市     10／22      １名

ジョイフル交流大会         戸田市     10／24      １名

埼玉県ハイシニア大会     さいたま市     10／24      １名

県南会長杯１３市町対抗大会     鴻巣市     10／25      ２名

県民総合スポーツ大会（一般男子）  越谷市     10／25      ２名

高校女子新人戦南部地区予選   戸田市    10／26・27    ３名

県民総合スポーツ大会（シニア） さいたま市   11／8     １名

埼玉県高等学校新人戦県大会 戸田市   11／10・15   ２名

（３）市内派遣

市内中学校女子研修大会       草加市      8／3       ２名

中学校新人兼県民スポーツ大会地区予選草加市     9／30・10／1 ４名

（４）市内大会

東武よみうり杯第４２回東部中学校研修大会 ※中止                  

第３５回東武よみうり旗争奪戦     ※中止   

令和２年度市民体育祭市長杯争奪戦大会   そうか公園他  9／6 ～

学校開放校区大会           そうか公園 11／3・23  

記録部事業報告

（１）会議・講習会

市協会記録員登録会        谷塚文化ｾﾝﾀｰ 1／26    １５名

県協会記録員伝達講習会      加須市      2／23    

市協会記録員伝達講習会 ※中止   松江グラウンド  3／29

（２）市内大会

東武よみうり杯第４２回東部中学校研修大会 ※中止

第３５回東武よみうり旗争奪戦大会    ※中止

令和２年度市民体育祭市長杯争奪戦大会  そうか公園他  9／6 ～      



広報部事業報告

大会試合日程表、勝敗表の作成及び配布                 

東武よみうり旗争奪戦大会 ※中止、市長杯争奪戦大会

大会行事写真撮影

  市長杯争奪戦大会、学校開放校区大会

草加市スポーツ協会 HPへの掲載

  協会概要、市長杯争奪戦大会参加チーム募集、大会成績

草加市ソフトボール協会ホームページの運営 ＵＲＬ：http://soka-soft.com/

市外大会チーム派遣報告

○新田クラブ

  県民総合スポーツ大会（一般男子）

        県南予選会       桶川市    8／9     １回戦

○八幡倶楽部

  全日本壮年兼日本スポーツマスターズ

県南予選会      川口市    3／15 代表権 ※県大会中止

  県民総合スポーツ大会（壮年）

県南予選会      和光市    6／7      代表権

  県民総合スポーツ大会（壮年）    蓮田市   8／23     ２回戦

○草加ゴールドクラブ

  全日本壮年兼日本スポーツマスターズ

県南予選会      川口市    3／15 代表権 ※県大会中止

  県民総合スポーツ大会（壮年）

県南予選会      和光市    6／7      代表権

  県民総合スポーツ大会（壮年）    蓮田市    8／23     １回戦

○草加クラブ

  県民総合スポーツ大会（実年）

県南予選会      川口市    9／13     １回戦

○草加ＶＩＣＴＯＲＹ

  埼玉県中学生大会          新座市   10／4     優 勝

  都道府県対抗中学生大会県予選会   行田市  11／8     第３位

○Ｔｏｐｐｅｒｓ

  埼玉県中学生大会          新座市   10／4     第３位

  都道府県対抗中学生大会県予選会   行田市  11／15     １回戦

○草加オレンジメイツ

  埼玉県スポーツ少年団中央大会    北本市    9／21     ２回戦

  県民総合スポーツ大会（小学生女子） 深谷市   11／8     １回戦

春季全日本小学生女子兼    

  関東小学生選抜女子県予選会    深谷市   12／13    １回戦



市内大会開催報告

◇第３５回東武よみうり旗争奪戦大会成績一覧 ◇

※中止

◇ 令和２年度市民体育祭 市長杯争奪大会成績一覧 ◇

Ａ  優 勝  木曜会        Ｂ  優 勝  八幡倶楽部（壮年）

    準優勝  花栗レッズ            準優勝  八幡スターズ（壮年）

    第３位  新田クラブ         第３位  草加ゴールドクラブ（壮年）

    第３位  本木ＳＢＣ         第３位  ガッツ

女子 優 勝  ベコーズ

    準優勝  ＲＩＳＥ

  

◇ 東武よみうり杯第４２回東部中学校女子研修大会成績一覧 ◇

※中止


