
令和４年２月１０日作成

開　催　日 主　催 主　管 使用球 担　当 派遣理事 備　　　　　　　考

[男 子] 5/28　（予29） 内外 ・・・・ 全国高校総合体育大会（８/19～　高知市）

[女 子] 5/28,29,6/4 (予6/5) ナガセ 鈴木 ・・・・ 全国高校総合体育大会（8/4～　高知市）

[男 子] 7/2　（予7/9） 内外 副理事長 ●高体連より協力要請があった支部は依頼内容

[女 子] 7/9,10 (予16,17,18) ナガセ 鈴木 副理事長 内容に応じて大会運営に協力する。

[男 子] 10/22 （予23） 内外 副理事長 東海高校新人大会：11/19,20(予定)岐阜県西濃地区

[女 子] 11/3,5 （予6） ナガセ 鈴木 副理事長 東海高校新人大会：11/19,20(予定)岐阜県西濃地区

NO 開　催　日 主　　催 ボール

1 9/18 岐阜県体育協会 ･･････

2 4/10 岐阜県障がい者協会

3 4/9 岐阜県障がい者協会

4 4月17日 （主管支部：いび川） ･･････

5 東海聴覚障害者連盟 ･･････

6 なし 揖斐川町・揖斐川町教委 ･･････

7 東海高等学校男子私学大会 東海高校私学 審判派遣

8 岐阜開催なし 日本・愛知・静岡・岐阜・三重スポーツ協会
･･････

9 第18回もみじカップ(東海北陸ハイシニアｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会) 10/8,9 郡上市協会 ･･････

NO 回数 開　　催　　日 開　　催　　地

1 31 3/19,20 岐阜県 揖斐川町・大野町

2 43 5/14,15予16 三重県 亀山市

3 41 5/14,15予22 静岡県 袋井市

4 19 5/28,29,6/4予6/11 岐阜県 各務原市

68

42

38 壮年大会

28

68 静岡県焼津市

73 静岡県吉田市

7 47／69 6/18，19 愛知県

8 44 8/6,7予8 静岡県 富士宮市

47回　　　　32回　　12回　　27回

11 36 11/26,27 岐阜県 郡上市

12 32 2023年3/18,19 静岡県 富士宮市

7/30.31 男：静岡県 浜松市・浜北区

8/6,7 女：新潟県

14 東海大学リーグ選手権大会 春季4月・秋季9-10月 岐阜県各務原

15 11/　　予備日なし

NO 回数 開　催　日 備　　　　　考

1 51 第4節：10月15日・16日

2 54 4月・6月・8月・10月

3 17 9月23日～25日

4 40 R4.3/25～3/28

※東海大会、中日本大会、全国大会の問合せ先：岐阜県ソフトボール協会　事務局　鈴木　一　携帯０９０－8679-5518　TEL/FAX 0585-21-0080

東海ブロックスポーツ少年団競技別交流大会

全国：男子R5.3/25～長崎県大村市、女子3/18～鹿児島市

10

各種別１チ－ム､４種別

9 43

国民体育大会東海ブロック大会[成年男子・成年女子

8/27,28予29

10/16

全日本ハイシニアソフトボール選手権大会

FUKUJUｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ　他2022年度日本男子リーグ大会

JD【ジャパンダイヤモンド】リーグ岐阜・大垣大会

[Ｅ]全国大会等　岐阜県開催分（令和３・4年度）

大　　　会　　　名 開　催　地

13 66

一般男子・実年・ﾊｲｼﾆｱ・ｴﾙﾀﾞｰ大会

　　　　　　　　　　　　　　　少年男子・少年女子]

一般男子、高校男子、小学男子（中日本9県より各種別最大12チーム）

小中学生新人大会（小学生男女・中学生女子） 各種別2チ－ム

一般女子、高校女子、中学女子、小学女子（中日本9県より各種別最大12チーム）

中日本総合男子・女子選手権大会

上位大会なし(１日大会のため雨天等で不可の場合は中止)

高校新人大会[男子・女子]（県協会が主催する） 男子２・女子２

三重県 伊勢市

全国：10/1～宮崎市

高校総合体育大会[男子・女子]（高体連が主管する） 男子１・女子２チーム 全国：高知市　男子8/19～、女子8/4～

国体：10/8～栃木県大田原市

各種別２チ－ム 全国：8/23～北海道帯広市中学総合体育大会[女子]（県中体連が会場地手配

岐阜県揖斐川町・大野町 各種別１チ－ム

全国：9/17～山形市

全国：9/10～伊那市

6

総合男子選手権大会

6/25.26予7/3 各種別２チ－ム

全国：9/17～熊野市

総合女子選手権大会 全国：9/23～南九州市

シニア大会

大学選手権大会 大学連推薦 全国：男子9/10～富山市、女子9/16～安城市

5

教員選手権大会

6/5 愛知県 各種別１チ－ム

全国：7/30～紀の川市

レディース大会

実業団男子選手権大会 男子２チ－ム 全国：7/23～青森市

クラブ男子・女子選手権大会 男子２・女子１ 男子：札幌市、女子：兵庫県たつの市

東海聴覚障碍者体育大会 主管岐阜県聴覚障害者協会

[Ｄ]東海大会、中日本連合大会、中ブロック大会（令和4年度）

第　　回全国高校女子ソフトボール選抜いび川大会 健康広場、市場、谷汲他 参加チームは主催者が選考。審判・記録員等の派遣協力

合併記念公園Ｇ

小中学生新人大会（小学生男女・中学生女子）

FUKUJUｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ 審判派遣岐阜県障がい者ソフトボール春大会東海北信越予選

障がい者グランドソフトボ－ル大会 岐阜盲学校

障がい者ﾌｯﾄﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ大会 しんせい運動公園

県民スポーツ大会（一般男子、壮年、ﾚﾃﾞｨｰｽ、エルダー） 可茂地区（富加町・可児市） 県登録を必要としない

開 催 地 備　　　　　　考大　　　　　会　　　　　名

・・・・

東海大会 （男女：8/6～富士宮市 ）

全国大会  （男女：8/23～北海道帯広市）  　　●会場地は中体連が決定する

7/23,24

第29回県高等学校選手権大会・中日本予選

高体連

ナガセ郡上市合併記念公園 中体連

各務原市総合運動公園(3面)

1

岐阜県高校総体(兼)全国高校総体

4 高体連

 　 　●会場地は高体連が決定する

笠原

高体連 高体連

　　　　　(兼)東海高校総体予選会

羽島市堤外グラウンド

高体連

　　　　　(兼)東海新人大会予選会

羽島市堤外グラウンド

大　　　　会　　　　名 会　　　場　　　地

中体連

旭ヶ丘運動公園

揖斐川健康広場　他

羽島市堤外グラウンド

実年（15回目）：　　　エルダー（9回目）：　　　　共近畿・北信越・東海各県1チーム出場

大垣市北公園野球場・長良川球場

出場チーム

下呂市あさぎり公園　他

中ブロック実年・エルダー大会

「B」外部団体（高体連・中体連）の大会（令和4年度）

岐阜県郡上市白鳥町で開催。審判派遣

2

岐阜県県中学校体育大会

[女 子]

岐阜県高等学校新人大会

[Ｃ]外部団体の大会（令和4年度）

3 高体連

全国高校選抜男子大会 各務原総合運動公園 全国都道府県高校男子48チーム、3/24監督会議のみで開会式は無し

東海4県持回りで実施(各県1チーム、ソフトボール教室)

各種別２チ－ム（岐阜県小学男１）

大　　　会　　　名 各県の参加数 備　　　　　　考


