
         2022年度　野球場利用予定 2022.10.25現在
４月

利用月日・曜 区分 大会・行事等の名称 備　考 主催

4月1日・金 一日 第４７回群馬県選抜少年学童軟式野球大会 予備日 県野連

4月2日・土 一日 第４７回群馬県選抜少年学童軟式野球大会 県野連

4月3日・日 一日 第４７回群馬県選抜少年学童軟式野球大会 県野連

4月4日・月 一日 第４７回群馬県選抜少年学童軟式野球大会 県野連

4月5日・火 一日 第４７回群馬県選抜少年学童軟式野球大会 県野連

4月6日・水 一日 第４７回群馬県選抜少年学童軟式野球大会 予備日 県野連

4月7日・木

4月8日・金

4月9日・土 一日 第４７回群馬県選抜少年学童軟式野球大会 予備日 県野連

4月10日・日 一日 第２４回関東ボーイズリーグ大会 日少連

4月11日・月 メンテナンス日

4月12日・火

4月13日・水

4月14日・木

4月15日・金 午後 第４2回全日本学童県予選大会　準備 県野連

4月16日・土 一日 第４2回全日本学童県予選大会 県野連

4月17日・日 一日 第４2回全日本学童県予選大会 県野連

4月18日・月 一日 第７４回春季関東高校野球大会群馬県予選１回戦 予備日 群馬県高等学校野球連盟

4月19日・火 一日 第７４回春季関東高校野球大会群馬県予選１回戦 群馬県高等学校野球連盟

4月20日・水 一日 第７４回春季関東高校野球大会群馬県予選１回戦 予備日 群馬県高等学校野球連盟

4月21日・木 一日 第７４回春季関東高校野球大会群馬県予選１回戦 予備日 群馬県高等学校野球連盟

4月22日・金 一日 第７４回春季関東高校野球大会群馬県予選１回戦 予備日 群馬県高等学校野球連盟

4月23日・土 一日 第７４回春季関東高校野球大会群馬県予選2回戦 群馬県高等学校野球連盟

4月24日・日 一日 第４2回全日本学童県予選大会 県野連

4月25日・月 一日 第７４回春季関東高校野球大会群馬県予選２回戦 予備日 群馬県高等学校野球連盟

4月26日・火 一日 第７４回春季関東高校野球大会群馬県予選２回戦 予備日 群馬県高等学校野球連盟

4月27日・水 一日 第７４回春季関東高校野球大会群馬県予選３回戦 群馬県高等学校野球連盟

4月28日・木 一日 第７４回春季関東高校野球大会群馬県予選３回戦 予備日 群馬県高等学校野球連盟

4月29日・金 一日 第４2回全日本学童県予選大会 県野連

4月30日・土 一日 天皇賜杯第７７回全日本軟式野球群馬県予選　準決・決勝 県野連



５月

利用月日・曜 区分 大会・行事等の名称 備　考 主催

5月1日・日 一日 第４２回全日本学童県予選大会 県野連

5月2日・月 メンテナンス日

5月3日・火
午前 第４２回全日本学童県予選大会 県野連

午後 第８回ＮＰＢ女子学童県予選大会 県野連

5月4日・水
午前 第４２回全日本学童県予選大会 県野連

午後 第８回ＮＰＢ女子学童県予選大会

5月5日・木 午前 第８回ＮＰＢ女子学童県予選大会 県野連

5月6日・金

5月7日・土 一日 第２回上信越中学硬式野球大会 日少連

5月8日・日 一日 第２回上信越中学硬式野球大会 日少連

5月9日・月 メンテナンス日

5月10日・火

5月11日・水

5月12日・木

5月13日・金
一日 高校総体　兼　春季関東大会県予選（準決勝） 高野連軟式部

午後 第７７回群馬県実業軟式野球大会　準備 県野連

5月14日・土 一日 第７７回群馬県実業軟式野球大会　Ａ 県野連

5月15日・日 一日 高校総体　兼　春季関東大会県予選（決勝） 高野連軟式部

5月16日・月 一日 高校総体　兼　春季関東大会県予選 予備日 高野連軟式部

5月17日・火

5月18日・水 一日 第７７回群馬県実業軟式野球大会　Ａ 予備日 県野連

5月19日・木 一日 第７７回群馬県実業軟式野球大会　Ａ 予備日 県野連

5月20日・金

5月21日・土 一日 第７７回群馬県実業軟式野球大会　Ａ 県野連

5月22日・日 一日 第７７回群馬県実業軟式野球大会　Ａ 県野連

5月23日・月 メンテナンス日

5月24日・火 一日 第７７回群馬県実業軟式野球大会　Ａ 予備日 県野連

5月25日・水 一日 第７７回群馬県実業軟式野球大会　Ａ 予備日 県野連

5月26日・木

5月27日・金

5月28日・土 一日 第７７回群馬県実業軟式野球大会　Ｃ・Ｂ 県野連

5月29日・日
午前 第７７回群馬県実業軟式野球大会　Ｂ・Ｃ・Ａ 県野連

午後 第７回群馬県女子中学軟式野球大会 県野連

5月30日・月 メンテナンス日

5月31日・火



６月

利用月日・曜 区分 大会・行事等の名称 備　考 主催

6月1日・水 一日 第７７回群馬県実業軟式野球大会　Ａ 予備日 県野連

6月2日・木 一日 第７７回群馬県実業軟式野球大会　Ａ 予備日 県野連

6月3日・金 一日 第７７回群馬県実業軟式野球大会　Ａ 予備日 県野連

6月4日・土 一日 第７７回群馬県実業軟式野球大会　壮・Ａ 県野連

6月5日・日 一日 第７７回群馬県実業軟式野球大会　壮決勝・Ａ 県野連

6月6日・月 メンテナンス日

6月7日・火

6月8日・水

6月9日・木

6月10日・金

6月11日・土
一日 第７７回群馬県実業軟式野球大会　Ａ 県野連

午後・夜間 群馬県医師会　野球大会 群馬県医師会

6月12日・日
午前 第７７回群馬県実業軟式野球大会　Ａ 県野連

午後 第７回群馬県女子中学軟式野球大会 県野連

6月13日・月 メンテナンス日

6月14日・火

6月15日・水

6月16日・木

6月17日・金

6月18日・土 一日 第７７回群馬県実業軟式野球大会　壮決勝Ａ 予備日 県野連

6月19日・日 一日 第７７回国体関ブロ強化試合 県野連

6月20日・月 メンテナンス日

6月21日・火

6月22日・水

6月23日・木

6月24日・金

6月25日・土 一日 第１６回全日本選手権大会群馬県予選 日少連

6月26日・日 一日 第１６回全日本選手権大会群馬県予選 日少連

6月27日・月 メンテナンス日

6月28日・火

6月29日・水

6月30日・木
施設メンテナンス及び整備作業期間

（6/30～7/6）



７月

利用月日・曜 区分 大会・行事等の名称 備　考 主催

7月1日・金
施設メンテナンス及び整備作業期間

（6/30～7/6）

7月2日・土

施設メンテナンス及び整備作業期間
（6/30～7/6）

一日 第104回全国高等学校野球選手権群馬大会審判・アナウンス講習会 群馬県高等学校野球連盟

7月3日・日
施設メンテナンス及び整備作業期間

（6/30～7/6）

7月4日・月
施設メンテナンス及び整備作業期間

（6/30～7/6）

7月5日・火
施設メンテナンス及び整備作業期間

（6/30～7/6）

7月6日・水
施設メンテナンス及び整備作業期間

（6/30～7/6）

7月7日・木 一日 第104回全国高等学校野球選手権群馬大会準備（コンピュータ入力） 群馬県高等学校野球連盟

7月8日・金 一日 第104回全国高等学校野球選手権群馬大会・開会式準備、リハーサル 群馬県高等学校野球連盟

7月9日・土 一日 第104回全国高等学校野球選手権群馬大会・開会式・１回戦 有料 群馬県高等学校野球連盟

7月10日・日 一日 第104回全国高等学校野球選手権群馬大会・１回戦 有料 群馬県高等学校野球連盟

7月11日・月 一日 第104回全国高等学校野球選手権群馬大会・１回戦 有料 群馬県高等学校野球連盟

7月12日・火 一日 第104回全国高等学校野球選手権群馬大会・１回戦 有料 群馬県高等学校野球連盟

7月13日・水 一日 第104回全国高等学校野球選手権群馬大会・１回戦 有料・予備 群馬県高等学校野球連盟

7月14日・木 一日 第104回全国高等学校野球選手権群馬大会・１回戦 有料・予備 群馬県高等学校野球連盟

7月15日・金 一日 第104回全国高等学校野球選手権群馬大会・2回戦 有料 群馬県高等学校野球連盟

7月16日・土 一日 第104回全国高等学校野球選手権群馬大会・2回戦 有料 群馬県高等学校野球連盟

7月17日・日 一日 第104回全国高等学校野球選手権群馬大会・2回戦 有料 群馬県高等学校野球連盟

7月18日・月 一日 第104回全国高等学校野球選手権群馬大会・３回戦 有料 群馬県高等学校野球連盟

7月19日・火 一日 第104回全国高等学校野球選手権群馬大会・３回戦 有料 群馬県高等学校野球連盟

7月20日・水 一日 第104回全国高等学校野球選手権群馬大会・３回戦 有料・予備 群馬県高等学校野球連盟

7月21日・木 一日 第104回全国高等学校野球選手権群馬大会・３回戦 有料・予備 群馬県高等学校野球連盟

7月22日・金 一日 第104回全国高等学校野球選手権群馬大会・準々決勝 有料 群馬県高等学校野球連盟

7月23日・土 一日 第104回全国高等学校野球選手権群馬大会・準々決勝 有料 群馬県高等学校野球連盟

7月24日・日 一日 第104回全国高等学校野球選手権群馬大会 有料・予備 群馬県高等学校野球連盟

7月25日・月 一日 第104回全国高等学校野球選手権群馬大会・準決勝 有料 群馬県高等学校野球連盟

7月26日・火 一日 第104回全国高等学校野球選手権群馬大会 有料・予備 群馬県高等学校野球連盟

7月27日・水 一日 第104回全国高等学校野球選手権群馬大会・決勝 有料 群馬県高等学校野球連盟

7月28日・木
一日 第７６回軟式野球大会・１回戦 群馬県中体連軟式野球部

一日 第104回全国高等学校野球選手権群馬大会 有料・予備 群馬県高等学校野球連盟

7月29日・金
一日 第７６回軟式野球大会・2回戦 群馬県中体連軟式野球部

一日 第104回全国高等学校野球選手権群馬大会 有料・予備 群馬県高等学校野球連盟

7月30日・土
一日 第７６回軟式野球大会・準々決勝 群馬県中体連軟式野球部

一日 第104回全国高等学校野球選手権群馬大会 有料・予備 群馬県高等学校野球連盟

7月31日・日
一日 第７６回軟式野球大会・準決勝 群馬県中体連軟式野球部

一日 第104回全国高等学校野球選手権群馬大会 有料・予備 群馬県高等学校野球連盟



８月

利用月日・曜 区分 大会・行事等の名称 備　考 主催

8月1日・月 一日 第７６回軟式野球大会・決勝 群馬県中体連軟式野球部

8月2日・火 一日 第７６回軟式野球大会 群馬県中体連軟式野球部

8月3日・水 メンテナンス日

8月4日・木

8月5日・金 午後 第５３回群馬県少年学童軟式野球大会（総体）準備 県野連

8月6日・土 一日 第５３回群馬県少年学童軟式野球大会（総体）開会式 県野連

8月7日・日 一日 第５３回群馬県少年学童軟式野球大会（総体） 県野連

8月8日・月 一日 第５３回群馬県少年学童軟式野球大会（総体） 予備日 県野連

8月9日・火 一日 高野連中毛リーグ 群馬県高等学校野球連盟

8月10日・水 一日 第５３回群馬県少年学童軟式野球大会（総体） 県野連

8月11日・木 一日 第５３回群馬県少年学童軟式野球大会（総体） 県野連

8月12日・金 一日 第５３回群馬県少年学童軟式野球大会（総体） 県野連

8月13日・土
夜間 前橋花火大会（県庁西側で打ち上げ予定）

一日 第６３回群馬県壮年・第４０回群馬県熟年　準決 県野連

8月14日・日
午前 第５３回群馬県少年学童軟式野球大会（総体） 県野連

午後 第６３回群馬県壮年・第４０回群馬県熟年　決勝 県野連

8月15日・月 一日 第５３回群馬県少年学童軟式野球大会（総体） 予備日 県野連

8月16日・火 一日 高野連中毛リーグ 群馬県高等学校野球連盟

8月17日・水 一日 高野連中毛リーグ 群馬県高等学校野球連盟

8月18日・木 一日 高野連中毛リーグ 群馬県高等学校野球連盟

8月19日・金

8月20日・土
一日 第６３回群馬県壮年・第４０回群馬県熟年 予備日 県野連

一日 第３４回東日本選抜大会群馬県支部予選（県野連が使用しない場合） 日少連

8月21日・日 一日 群馬県高校野球ＯＢ大会（マスターズ甲子園予選） 群馬県高校野球ＯＢ連盟

8月22日・月 一日 第７１回関東甲信越大学体育大会・硬式野球大会 群馬大学

8月23日・火 一日 第７１回関東甲信越大学体育大会・硬式野球大会 群馬大学

8月24日・水 一日 第７１回関東甲信越大学体育大会・硬式野球大会 群馬大学

8月25日・木 一日 第７１回関東甲信越大学体育大会・硬式野球大会 群馬大学

8月26日・金 一日 第７１回関東甲信越大学体育大会・硬式野球大会 予備日 群馬大学

8月27日・土 一日 群馬県高校野球ＯＢ大会（マスターズ甲子園予選） 群馬県高校野球ＯＢ連盟

8月28日・日 一日 群馬県高校野球ＯＢ大会（マスターズ甲子園予選） 群馬県高校野球ＯＢ連盟

8月29日・月

8月30日・火

8月31日・水



９月

利用月日・曜 区分 大会・行事等の名称 備　考 主催

9月1日・木

9月2日・金

9月3日・土 一日 第７５回秋季関東高校野球大会群馬県予選１回戦 群馬県高等学校野球連盟

9月4日・日 一日 第７５回秋季関東高校野球大会群馬県予選１回戦 群馬県高等学校野球連盟

9月5日・月 一日 第７５回秋季関東高校野球大会群馬県予選１回戦 予備日 群馬県高等学校野球連盟

9月6日・火 一日 第７５回秋季関東高校野球大会群馬県予選１回戦 群馬県高等学校野球連盟

9月7日・水 一日 第７５回秋季関東高校野球大会群馬県予選１回戦 予備日 群馬県高等学校野球連盟

9月8日・木 一日 第７５回秋季関東高校野球大会群馬県予選１回戦 予備日 群馬県高等学校野球連盟

9月9日・金 一日 第７５回秋季関東高校野球大会群馬県予選１回戦 予備日 群馬県高等学校野球連盟

9月10日・土 一日 第７５回秋季関東高校野球大会群馬県予選２回戦 群馬県高等学校野球連盟

9月11日・日 一日 第７５回秋季関東高校野球大会群馬県予選２回戦 群馬県高等学校野球連盟

9月12日・月 一日 第７５回秋季関東高校野球大会群馬県予選２回戦 予備日 群馬県高等学校野球連盟

9月13日・火 一日 第７５回秋季関東高校野球大会群馬県予選２回戦 予備日 群馬県高等学校野球連盟

9月14日・水 一日 第７５回秋季関東高校野球大会群馬県予選２回戦 予備日 群馬県高等学校野球連盟

9月15日・木 一日 第７５回秋季関東高校野球大会群馬県予選２回戦 予備日 群馬県高等学校野球連盟

9月16日・金 一日 第７５回秋季関東高校野球大会群馬県予選２回戦 予備日 群馬県高等学校野球連盟

9月17日・土 一日 第７５回秋季関東高校野球大会群馬県予選3回戦 群馬県高等学校野球連盟

9月18日・日 一日 第５０回群馬県クラブ人軟式野球大会 県野連

9月19日・月 一日 第５０回群馬県クラブ人軟式野球大会 県野連

9月20日・火 一日 第７５回秋季関東高校野球大会群馬県予選3回戦 予備日 群馬県高等学校野球連盟

9月21日・水 一日 第７５回秋季関東高校野球大会群馬県予選3回戦 予備日 群馬県高等学校野球連盟

9月22日・木 一日 第７５回秋季関東高校野球大会群馬県予選3回戦 予備日 群馬県高等学校野球連盟

9月23日・金 一日 第２６回上毛新聞社杯中学生硬式野球大会 日少連

9月24日・土 一日 第５０回群馬県クラブ人軟式野球大会 県野連

9月25日・日 一日 第５０回群馬県クラブ人軟式野球大会 県野連

9月26日・月 メンテナンス日

9月27日・火 一日 第５０回群馬県クラブ人軟式野球大会 予備日 県野連

9月28日・水 一日 第５０回群馬県クラブ人軟式野球大会 予備日 県野連

9月29日・木

9月30日・金



１０月

利用月日・曜 区分 大会・行事等の名称 備　考 主催

10月1日・土 一日 第６８回群馬県町内対抗軟式野球大会 県野連

10月2日・日 一日 第２４回関東学童秋季県大会　開会式 県野連

10月3日・月 メンテナンス日

10月4日・火

10月5日・水 一日 県商工会連合会野球大会 県商工会

10月6日・木

10月7日・金

10月8日・土 一日 第２４回関東学童秋季県大会 県野連

10月9日・日 一日 第２４回関東学童秋季県大会 県野連

10月10日・月 一日 第２４回関東学童秋季県大会 県野連

10月11日・火 一日 県商工会連合会野球大会 予備日 県商工会

10月12日・水

10月13日・木

10月14日・金 一日 令和４年度　関東信越税理士会親睦野球大会 税理士会群馬県連

10月15日・土
午前 第２４回関東学童秋季県大会 県野連

午後 第９回女子学童秋季県大会 県野連

10月16日・日
午前 第２４回関東学童秋季県大会 県野連

午後 第９回女子学童秋季県大会 県野連

10月17日・月 メンテナンス日

10月18日・火 一日 第３７回前橋市長杯 群馬県還暦野球連盟

10月19日・水 一日 第３７回前橋市長杯 群馬県還暦野球連盟

10月20日・木 一日 第３７回前橋市長杯 群馬県還暦野球連盟

10月21日・金 一日 第３７回前橋市長杯 群馬県還暦野球連盟

10月22日・土 一日 第４５回東日本軟式野球大会県予選 県野連

10月23日・日

一日 前橋トライアスロンフェスタ（国体道路交通規制）

午前 第２８回関東選抜ミズノトーナメント 県野連

午後 第４５回東日本軟式野球大会県予選 県野連

10月24日・月 メンテナンス日

10月25日・火

10月26日・水

10月27日・木

10月28日・金 一日 第２４回関東学童秋季県大会 予備日 県野連

10月29日・土 一日 第６８回群馬県町内対抗軟式野球大会　準決・決勝 県野連

10月30日・日 一日 第４９回上毛新聞社旗争奪軟式野球選手権大会 県野連

10月31日・月 メンテナンス日



１１月

利用月日・曜 区分 大会・行事等の名称 備　考 主催

11月1日・火

11月2日・水

11月3日・木 一日 ぐんまマラソン大会　（周辺交通規制あり）

11月4日・金

11月5日・土
午前 第４９回上毛新聞社旗争奪軟式野球選手権大会 県野連

午後 第９回関東・東北・北信越女子中学軟式野球群馬県大会 県野連

11月6日・日

午前 第１６回会長賞壮年・熟年　決勝 県野連

午後 第４９回上毛新聞社旗争奪軟式野球選手権大会 県野連

午後 第９回関東・東北・北信越女子中学軟式野球群馬県大会 県野連

11月7日・月 メンテナンス日

11月8日・火

11月9日・水

11月10日・木

11月11日・金

11月12日・土 一日 第５３回春季全国大会群馬県支部予選 日少連

11月13日・日 一日 第４９回上毛新聞社旗争奪軟式野球選手権大会 予備日 県野連

11月14日・月 メンテナンス日

11月15日・火

11月16日・水

11月17日・木

11月18日・金

11月19日・土 一日 第５３回春季全国大会群馬県支部予選 日少連

11月20日・日 一日 秋季審判講習会 県野連

11月21日・月 メンテナンス日

11月22日・火

11月23日・水 一日 第５３回春季全国大会群馬県支部予選 日少連

11月24日・木

11月25日・金

11月26日・土 一日 第５３回春季全国大会群馬県支部予選 日少連

11月27日・日
一日 第５３回春季全国大会群馬県支部予選 予備日 日少連

一日 群馬県支部フレッシュ１年生大会（予備日を使用しない場合） 日少連

11月28日・月 メンテナンス日

11月29日・火

11月30日・水



１２月

利用月日・曜 区分 大会・行事等の名称 備　考 主催

12月1日・木

施設メンテナンス及び整備作業期間
（12/1～3/12）

12月2日・金

12月3日・土

12月4日・日 一日 秋季審判講習会 県野連

12月5日・月

施設メンテナンス及び整備作業期間
（12/1～3/12）

12月6日・火

12月7日・水

12月8日・木

12月9日・金

12月10日・土 一日 高野連部員向け審判講習会 群馬県高等学校野球連盟

12月11日・日

施設メンテナンス及び整備作業期間
（12/1～3/12）

12月12日・月

12月13日・火

12月14日・水

12月15日・木

12月16日・金

12月17日・土 一日 高野連技術強化講習会 群馬県高等学校野球連盟

12月18日・日

施設メンテナンス及び整備作業期間
（12/1～3/12）

12月19日・月

12月20日・火

12月21日・水

12月22日・木

12月23日・金

12月24日・土

12月25日・日

12月26日・月

12月27日・火

12月28日・水 年末年始休業

12月29日・木 年末年始休業

12月30日・金 年末年始休業

12月31日・土 年末年始休業



１月

利用月日・曜 区分 大会・行事等の名称 備　考 主催

1月1日・日 年末年始休業

1月2日・月 年末年始休業

1月3日・火 年末年始休業

1月4日・水 年末年始休業

1月5日・木

施設メンテナンス及び整備作業期間
（12/1～3/12）

1月6日・金

1月7日・土

1月8日・日

1月9日・月

1月10日・火

1月11日・水

1月12日・木

1月13日・金

1月14日・土

1月15日・日

1月16日・月

1月17日・火

1月18日・水

1月19日・木

1月20日・金

1月21日・土

1月22日・日

1月23日・月

1月24日・火

1月25日・水

1月26日・木

1月27日・金

1月28日・土

1月29日・日

1月30日・月

1月31日・火



２月

利用月日・曜 区分 大会・行事等の名称 備　考 主催

2月1日・水

施設メンテナンス及び整備作業期間
（12/1～3/12）

2月2日・木

2月3日・金

2月4日・土

2月5日・日

2月6日・月

2月7日・火

2月8日・水

2月9日・木

2月10日・金

2月11日・土

2月12日・日 一日 群馬県審判員養成特別実技講習会 県野連

2月13日・月

施設メンテナンス及び整備作業期間
（12/1～3/12）

2月14日・火

2月15日・水

2月16日・木

2月17日・金

2月18日・土

2月19日・日 一日 群馬県審判員養成特別実技講習会 県野連

2月20日・月

施設メンテナンス及び整備作業期間
（12/1～3/12）

2月21日・火

2月22日・水

2月23日・木

2月24日・金

2月25日・土

2月26日・日

2月27日・月

2月28日・火



３月

利用月日・曜 区分 大会・行事等の名称 備　考 主催

3月1日・水

施設メンテナンス及び整備作業期間
（12/1～3/12）

3月2日・木

3月3日・金

3月4日・土

3月5日・日

3月6日・月

3月7日・火

3月8日・水

3月9日・木

3月10日・金

3月11日・土 一日 第５回群馬県育成少年軟式野球大会 上毛新聞社

3月12日・日 一日 群馬県春季審判技術講習会 県野連

3月13日・月 メンテナンス日

3月14日・火

3月15日・水

3月16日・木

3月17日・金

3月18日・土 一日 高野連中毛リーグ 群馬県高等学校野球連盟

3月19日・日 一日 第１２回関東甲信越中学校選抜野球大会　決勝 群馬県中体連軟式野球部

3月20日・月 メンテナンス日

3月21日・火 一日 高野連中毛リーグ 群馬県高等学校野球連盟

3月22日・水

3月23日・木

3月24日・金 午後 第４８回群馬県選抜少年学童軟式野球大会　準備 県野連

3月25日・土 一日 第４８回群馬県選抜少年学童軟式野球大会　開会式 県野連

3月26日・日 一日 第４８回群馬県選抜少年学童軟式野球大会 県野連

3月27日・月 一日 第４８回群馬県選抜少年学童軟式野球大会 県野連

3月28日・火 一日 第４８回群馬県選抜少年学童軟式野球大会 県野連

3月29日・水 一日 第４８回群馬県選抜少年学童軟式野球大会 県野連

3月30日・木 一日 第４８回群馬県選抜少年学童軟式野球大会 県野連

3月31日・金 一日 第４８回群馬県選抜少年学童軟式野球大会 予備日 県野連


