
※県大会・東北大会・全国大会とも諸事情により日程の変更もある。

回 大    会    名 会　期 予備日 会　場
チーム数                 

(使用球)
回数 大    会    名 会　期 予備日 開催県  (使用球) 参加数 回数 大    会    名 会　期 申込日 開催地 参加数 ﾎﾞｰﾙ

 (県南) 41 東北ｸﾗﾌﾞ男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会  5/15(土)～16(日) 福島県相馬市（ナガセ革） 男  8 男子  7/17(土)～19(月) 　監・開 ：16日  6/7 熊本県　阿蘇市 32 内外

ふるさとの森スポーツ広場・他 41 東北ｸﾗﾌﾞ女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会  5/15(土)～16(日) 山形県村山市　（ナガセ革） 女  8 女子  7/17(土)～19(月) 　監・開 ：16日  6/7 静岡県　富士宮市 24 ﾅｶﾞｾ

 (会津) 男子  7/17(土)～19(月) 　監・開 ：16日  6/7 広島県　尾道市 32 ﾅｶﾞｾ

 喜多方市押切川公園ｽﾎﾟｰﾂ広場 女子  7/17(土)～19(月) 　監・開 ：16日  6/7 北海道　倶知安町 20 内外

 (相双)  (男)ｵｰﾌﾟﾝ  ナガセ

相馬光陽ソフトボール場  (女)  16　　 ナガセ

 (県北) 青森県 男10 男子  9/11(土)～13(月) 　監・開 ：10日  7/29 富山県　富山市 32 ｱﾒｱｽ

十六沼公園ｽﾎﾟｰﾂ広場 男(ナガセ革） 女(ナガセ革) 女  8 女子  8/27(金)～29(日) 　監・開 ：26日  7/17 愛知県　安城市 32 内外

 (県北)

十六沼公園ｽﾎﾟｰﾂ広場

 (会津)

会津総合運動公園ほか

総合男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会  5/29(土)～30(日)   6/5(土)  (いわき)  (男)  9  ナガセ(革) 67 東北総合男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 7/24（土）～25（日） 宮城県仙台市 （ナガセ革） 男  8 67 全日本総合男子選手権 男子  9/18(土)～20(月) 　監・開 ：17日  8/7 茨城県　石岡町 32 内外

総合女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会   5/30(日)   6/6(日) 新舞子多目的運動場  (女)ｵｰﾌﾟﾝ ﾅｶﾞｾ(革) 73 東北総合女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 7/24（土）～25（日） 岩手県花巻市 （ナガセ革） 女  8 73 全日本総合女子選手権 女子  9/18(土)～20(月) 　監・開 ：17日  8/7 栃木県　大田原市 32 ﾅｶﾞｾ

（会津）会津総合運動公園ほか (男)ｵｰﾌﾟﾝ  ナガセ 47 東北高校男子ｿﾌﾄﾎﾞ-ﾙ選手権大会 秋田県 由利本荘市 男  8 56 高校男子選手権 男子  8/5(木)～8(日)（予定） 　監・開 ：4日 福井県　敦賀市 42 ﾅｶﾞｾ

 喜多方市押切川公園ｽﾎﾟｰﾂ広場  (女)  32　  ナガセ 52 東北高校女子ｿﾌﾄﾎﾞ-ﾙ選手権大会  (ナガセ　ゴム) 女 12 73 高校女子選手権 女子  7/30(金)～8/2(月)（予定） 　監・開 ：29日 福井県　敦賀市 48 内外

 (会津)

会津総合運動公園ほか

秋田県 秋田市

(ナガセ　ゴム)

 (県北)

十六沼公園ｽﾎﾟｰﾂ広場

 (いわき)

新舞子多目的運動場

 (いわき)

新舞子多目的運動場

中学生男子大会  (いわき)

中学生女子大会 新舞子多目的運動場

 (いわき)  (男)ｵｰﾌﾟﾝ　ナガセ 34 青森県 平川市 男  ２ 全国中学校男子大会 男子 茨城県　那珂市 16 ﾅｶﾞｾ

新舞子多目的運動場  (女)  16　　 ナガセ 48  (ナガセ　ゴム) 女 ６ 全国中学校女子大会 女子 茨城県　水戸市 28 内外

 (県南)

田村市運動公園多目的広場

 (県南)

ふるさとの森スポーツ広場

 (いわき)

新舞子多目的運動場

 (いわき)

新舞子多目的運動場

44  (県北)  (男)ｵｰﾌﾟﾝ　 ﾅｶﾞｾ 宮城県 東松島市 男  8 男子  2022/3/25（金）～2８（月）  監・開 ：24日 岐阜県　名務原市 48 ﾅｶﾞｾ

70 十六沼公園ｽﾎﾟｰﾂ広場  (女)  32　　　ﾅｶﾞｾ  (ナガセ　ゴム) 女 12 女子  2022/3/１９（土）～22（火）  監・開 ：18日 広島県　尾道市 48 内外

25  (県南)  (男)ｵｰﾌﾟﾝ　ナガセ 青森県 男  8

34 白河 東風の台運動公園  (女)  16　　 ナガセ  (ナガセ　ゴム) 女  8

 (県北) 福島県 白河市

十六沼公園ｽﾎﾟｰﾂ広場  (ナガセ　ゴム)

 (相双) 山形県南陽市・白鷹町

相馬光陽ソフトボール場 (ナガセ　革)

 (相双) 山形県南陽市・白鷹町

相馬光陽ソフトボール場 (ナガセ　革)

 (相双) 山形県南陽市・白鷹町

相馬光陽ソフトボール場  (ナガセ　ゴム)

 (相双) 山形県南陽市・白鷹町

相馬光陽ソフトボール場  (ナガセ　ゴム)

 (相双)

相馬光陽ソフトボール場 青森県

 (相双)  (ナガセ　ゴム)

相馬光陽ソフトボール場

 10/16(土)、17（日）  (相双)

23（土）、24（日）、30（土） 相馬光陽ソフトボール場

県障がい者体育大会 男子  9/18(土)～21(火)　　監：17日 岡山県　新見市 48 ﾅｶﾞｾ

ソフトボール競技 女子  9/18(土)～21(火)　　監：17日 岡山県　岡山市・久米南町 48 内外

 (会津)

会津総合運動公園ほか

 (県南)

　ヨーク開成山スタジアム

 (県南) 男子 ﾅｶﾞｾ

　ヨーク開成山スタジアム 女子 内外

都道府県対抗全日本中学生男子大会 男子  2022/3/26(土)～28(月) 　　　　　監・開 ：25日  2/8 岡山県　新見市 48 ﾅｶﾞｾ

都道府県対抗全日本中学生女子大会 女子  2022/3/26(土)～28(月) 　　　　　監・開 ：25日  2/8 大阪府　大阪市 48 内外

男子  2022/3/26(土)～28(月) 　　　　　監・開 ：25日  2/8 福岡県　北九州市 48 ﾅｶﾞｾ

女子  2022/3/26(土)～28(月) 　　　　　監・開 ：25日  2/8 愛媛県 48 内外

全　　　　　国　　　　　大　　　　　会

48 76

実業団男子大会　予選  4/24(土)   4/25(日)

40
高校選抜　男子
高校選抜　女子

 10/1(金)～3(日) 　 監・開:：9/30日

 6/26(土)～27（日）

 9/11(土)～13(月)　 監・開 ：10日

女子

東北高校男女ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選抜大会

教  8 67

 ｵｰﾌﾟﾝ 　　ナガセ

  6/8(火)

18

 6/19(土)～20(日)

 ｵｰﾌﾟﾝ   ナガセ(革) 42

中学男子新人ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会
中学女子新人ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会

 10/30(土)～31(日)

県総体少年男子(高校)

 6/12(土)～13(日)   6/19(土)

東北私立高等学校女子
選抜ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 (東北予選会)

県総体成年男子

県総体少年女子(高校)  7/10(土)～11(日)

 7/10(土)～11(日)

県総体スポ少女子  5/29(土)～30(日)

県総体スポ少男子  6/5(土)～6(日)   6/12(土)

 9/18(土)～19(日)
内田　清杯
東北小学生男女ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会

67
高等学校体育大会
ソフトボール競技

 6/5(土)～7(月)
監・4（金）

 5/22(土)～23(日)   5/29(土)

42  4/17(土)～18(日)   4/24(土)

40 大学男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会  5/8(土)   5/9(日)

43   
 70

高校男子春季選抜大会
高校女子春季選抜大会

 4/24(土)～25(日)
監・23（金）

  4/26(月)

61

クラブ男女選手権大会　予選

岩手県花巻市　（ナガセ革）

男子  8/28(土)～30(月)　 監・開 ：27日  7/16

42

クラブ男子選手権
クラブ女子選手権

実業団東北男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ
選手権大会

 5/22 (土)～23(日) 61男  8

東北･北海道地区大学男女
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会(東北予選会)

 5/15(土)～16(日) 56

一般男子

大学男子選手権
大学女子選手権

 ｵｰﾌﾟﾝ   ナガセ(革)

42 ｵｰﾌﾟﾝ   ナガセ(革)

ﾀﾞｲﾜ

67   
  73

 8/3136 男子  10/2(土)～4(月) 　 監:・開：1日 ｵｰﾌﾟﾝ　　ナガセ

18 一般男子大会　予選  5/8(土)～9（日）   5/15(土) 内外

36 高知県 48壮年ソフトボール大会 壮年大会

京都府　亀岡市 48

実業団男子選手権
実業団女子選手権

 ｵｰﾌﾟﾝ        ナガセ 35 シニア大会

山梨県　北杜市教員選手権

8/21

 ｵｰﾌﾟﾝ   　ナガセ

67 東北教員ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会  6/21

34 シニアソフトボール大会  7/3(土)～4(日) 　7/10（土）

レディースソフトボール大会

 7/3(土)～4(日)   7/10(土)23
国体開催記念
成年二部ソフトボール大会

 6/20(日)   6/27(日)26

エルデスト大会

 ｵｰﾌﾟﾝ  　 ナガセ  8/2レディース大会 女子

 ｵｰﾌﾟﾝ  　 ナガセ エルダー大会

岩手県　花巻市26 ﾅｶﾞｾ

25 エルダーソフトボール大会  5/30(日)   6/6(日)

44

中学校体育大会　　　　　　　　　
　ソフトボール競技

 7/15(木)～17(土)
監・15（木）

  7/18(日)
中学男子  東北ソフトボール大会
中学女子  (東北予選会)

 8/9(月)～10(火)

児童ソフトボール大会  8/7(土)～8(日)

 6/12(土)～13(日)   6/19(土)

64

6

 ｵｰﾌﾟﾝ     　ナガセ実年ソフトボール大会

 6/26(土) 6/27（日）  ｵｰﾌﾟﾝ        ナガセ

28
私立高等学校
女子選抜ソフトボール大会

 10/16 (土)  10/17(日)  ｵｰﾌﾟﾝ        ナガセ

高校男子新人ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会
高校女子新人ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会

 10/9(土)～11(月)
監・8（金）

  10/12(火)  10/23(土)～24(日)

 11/6(土） 東北中学校男女選抜ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会  5/1(土)～2(日)

16

31

女子

男  6　
　　①

 11/13(土)～14(日) 女 16

東北総合体育大会　　成年男子
 (国体予選会)

 8/21(土)～22(日)

29

女子

       少年男子 男子

       少年女子 女子

       成年女子

国体成年男子 ﾅｶﾞｾ

県総体成年女子  6/13(日)   6/20(日)  ｵｰﾌﾟﾝ   ナガセ(革) 東北総合体育大会　　成年女子
(国体予選会)

女  6　
　　①

  7/12(月)  ｵｰﾌﾟﾝ        ナガセ 東北総合体育大会　　少年男子 
(国体予選会)

男  6　
　　②

ﾐｽﾞﾉ

ﾅｶﾞｾ

三重県　明和町 13

13

48

三重県　志摩市 13

13三重県　熊野市

女  8 内外

内外

48

16 ハイシニアソフトボール大会  6/19(土)～20(日)

30

 ｵｰﾌﾟﾝ        ナガセ

30 48

39
女子ジュニア
ソフトボール選手権大会

 7/31(土)～8/1(日)   8/2(月)  ｵｰﾌﾟﾝ        ナガセ

  6/26(土)

 16　　　　    ナガセ  8/9(月)

ﾀﾞｲﾜ

内外香川県

ﾅｶﾞｾ男子 48

ﾅｶﾞｾ

内外男子  7/31(土)～8/2(月) 　監・開 ：30日

48

48

 9/4(土)～6(月)　　　 監・開 ：3日 長野県 伊那市実年大会

 8/21(土)～24(火)　  監･開：21日

 8/31

エルデスト大会

32

 7/23

福島県いわき市

15 春季小学生男子・女子大会

18

16 ハイシニア大会

 6/26

小学生男女大会

 7/31(土)～8/3(火) 　監・開：30日

男子

 9/26(日)～28(火)　　監 ：25日

女子

私立高校女子選抜大会

 10/9(土)～11(月)　　監・開 ：8日

 6/19

35
男子  8/7(土)～10(火) 　　 監・開：6日

48 7/31

ﾅｶﾞｾ

三重県　紀北町

日本スポーツマスターズ大会

10/31(日)～11/2(火) 　監・開：30日

21

21

ねんりんピック

中学生男子大会
中学生女子大会

 8/14(土)～16(月)　　監・開 ：13日

岐阜県揖斐川町男子34

スポレク祭

大阪府　大阪市

女子

20  10/15(金)～17(日)　監・開：14日

男子

 9/3

48

沖縄県

43

男子

女子

 ｵｰﾌﾟﾝ        ナガセ

 16　　　　    ナガセ

宮崎県　宮崎市　

74

20

 ｵｰﾌﾟﾝ   ナガセ(革)

東北総合体育大会　　少年女子
 (国体予選会)

  7/12(月)

滋賀県　守山市

女  6　
　　②

 16　　　　    ナガセ

  6/6(日)

男　8

 5/19(水)～20(木)

* 常務理事会(県総体組合せ)

59

  5/21(金) 主管協会
会津若松市ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会

* 令和3年度 準指導員
養成講習会

29
すこやか福島ねんりんピック
ソフトボール交流大会

*

令和３年３月７日 現在 

(参考資料) 令和３年度福島県・東北・全国大会関係日程予定表 

福　　　　島　　　　県　　　　大　　　　会 東　　　　北　　　　大　　　　会

令和3年度 第１回指導者
対象講習会暫定措置

 11/27・28・12/4・5

 11/27・28・12/4・5

8 市町村対抗
 10/31(日)
　11/6（土）

 ｵｰﾌﾟﾝ       ナガセ


