
1 6/4,11 予18 中濃 郡上市合併記念公園G ナガセ 岐阜新聞 旗 1位→全国：8/26～宮城県仙台市
・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ ････････ なし 1位→全国：7/29～鳥取県　　・2位→東海:6/11清水区　

2 4/2，9 予16 岐阜 諏訪山運動場・(予)次木ソフトボール場 ナガセ 中日新聞  i 1位→全国：9/9～山口県　　　・2位→東海:6/11清水区　
マルエス 中日新聞 なし 上位大会なし
マルエス 岐阜新聞 なし 上位大会なし
ナガセ

ナガセ
5 4/23 予30 可茂 坂祝町総合G 内外 中日新聞 杯 1位→全国：9/30～新潟県　　・2位→東海:6/11清水区
6 4/30,5/21 下呂 あさぎりスポーツ公園G 内外 岐阜新聞 杯 1位→全国：9/23～宮崎県　　・2位→東海:6/11清水区
7 6/4,10,11 予17 可児 可児市運動公園グラウンド 内外 中日新聞 旗 １位→全国：男女8/12～大阪市　・２位→中日本：女8/5～富山市
8 5/7,14 予21 中濃 美濃市総合運動場 内外 中日新聞 旗 １位→全国：9/2～沖縄県金武町

ナガセ

ナガセ
10 7/30 予8/20 瑞穂・本巣 しんせい運動広場 ナガセ 中日新聞 １位→東海：10/15愛知県東海市　　　　　　(前年度：東海優勝は参加不可)　

富加半布ヶ丘公園 マルエス なし 上位大会なし
坂祝町総合G マルエス 杯 上位大会なし
FUKUJUｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ多目的広場 ナガセ 中日新聞 なし 1位→中ﾌﾞﾛｯｸ：11/4～愛知県蒲郡市　・2位→東海:10/15愛知県知多市 (前年度：東海優勝は参加不可）

木曽川堤外正木運動場 ナガセ 岐阜新聞 なし 1位→中ﾌﾞﾛｯｸ：11/4～愛知県幸田町　・2位→東海:10/15愛知県大府市 (前年度：東海優勝は参加不可）

13 9/10,10/15 東濃 中津川公園多目的広場 内外 中日新聞 旗 上位大会なし
ナガセ 中日新聞 なし 上位大会なし
ナガセ 岐阜新聞 なし 上位大会なし　（30歳以上女子　県登録不要）

15 10/22 予29 いび川 揖斐川健康広場 ナガセ 中日新聞 なし 次年度全国ねんりんﾋﾟｯｸ(2024：鳥取県）、県登録で可
16 10/8，14，15 予28 可児 可児市運動公園グラウンド 内外 中日新聞 旗 １・２位→東海：R6.3/16～三重県

内外

内外 旗

内外 上位大会なし
内外 上位大会なし

笠原・梅平運動広場 ナガセ １位→全国：10/21～群馬県高崎市
第18回県ハイシニア大会全国・東海予選会 旭ヶ丘運動広場 ナガセ 1位→全国：9/22～茨城県　　・2位→東海:10/15愛知県常滑市

内外

内外

3/26 各務原 →東海実業団：5/20
4/2 東濃 　　　東海突破→全国：7/29 紀の川市
5/28 可茂 →東海クラブ：5/13 恵那市
6/11　予18 いび川 　　　東海突破→全国：7/29 山形市
9/24 各務原 →東海総合：6/24 揖斐川
10/29 各務原 　　　東海突破→全国：9/16 東近江市

→中日本総合：8/5各務原市　、全日本インカレ：9/9 富山市
4/2 大垣 浅中公園ソフトボール場 →東海クラブ：5/13恵那市　東海突破→全国：
4/16,23 予5/21 大垣 〃 →東海総合：6/24揖斐川
9/10,10/8 可茂 　　東海突破→全国：9/16 佐賀県白石町
10/15 予29 可茂 →中日本総合：8/5富山県　　　　、全日本インカレ：8/25 安城市

　　　　　　　　　　　　　　　　※年間→賞状：約１８０枚、　認定証：約４５枚
※申合せ事項　①原則として上記期日に開催する、やむを得ず大会開催日を変更する場合は、早急に各支部に書面で連絡する事・

　　　　　　　②原則として同一チームが一日３試合行うことがないようにする。やむを得ない事情が有る時は代表者会議等で承諾を得る。

　　　　　　　③大会要項に前年度の優勝チーム名を記載する。また優勝旗・杯が存在する場合は優勝旗・杯返還のため持参する旨を記載する。

　　　　　　　④上位大会の予選会を兼ねた県大会は３位決定戦を行う。兼ねない大会は３位決定戦は行わなくてよい。

　　　　　　　　（上位大会の予選終了目途：東海・２ヶ月前、全国・３ヶ月前、マスターズ・３ヶ月半前）

岐阜新聞 男女旗

中日新聞

岐阜新聞 取切盾

岐阜新聞

14

17

秋季レディース大会

7/9,16 予23

5,12 予19

8/27,9/3

3

秋季壮年大会

NO

＜支部割当検討案＞
　　＜岐阜地区＞　岐　阜：２、羽島：２、各務原：２、山県：１、瑞穂本巣：１（中日本総合男子・大学リーグ）
　　＜西濃地区＞　大　垣：１、海津：１、いび川：１（ＪＤリーグ：４回・東海総合男女・春季全日本中学生女子・県高校総体）
　　＜中濃地区＞　中　濃：２、（県民スポーツ・県中学総体）
　　＜可茂地区＞　可　児：２、可茂：２、下呂：１
　　＜東濃地区＞　東　濃：２、（東海クラブ男女）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計：２０

　　※リーグ委員会・開催支部で期日を調整する。

　　※東海国体強化の為、７・８月は原則開催しない

女子リーグ

　　※リーグ委員会・開催支部で期日を調整する。
26

1位→全国：9/16～福井県福井市・永平寺町

東濃

諏訪山運動場

可茂

岐阜

岐阜新聞

中日新聞

9/24,10/1 予10/8

6/18 予25

１位→全国:男7/29～福島県福島市　　　女7/29～三重県熊野市
２位→中日本：男8/5～各務原市　　 女8/5～富山市

上位大会なし（全日本大会と中日本総合＜８月上旬～中旬＞を避ける）

1位→全国：男R6.3/30～群馬県渋川市、女R6.3/24～京都府宇治市
2・3位→東海：R6.3/16～三重県

第47回県総合選手権大会　　 [男子]

海津市グラウンド

杭瀬川スポーツ公園

岐阜新聞 旗

10/29, 予なし

秋季実年大会中ﾌﾞﾛｯｸ/東海予選会

第41回秋季一般男子大会(兼)東海予選会（Ｂ級）

各務原市総合運動場
日本マスターズ・壮年予選会

第45回県中学生女子新人大会(兼)東海予選会
第30回県小学生男子新人大会(兼)全日本・東海予選会

山県

各務原

伊自良総合G

各務原市総合運動場

第30回県小学生女子新人大会(兼)全日本・東海予選会

大　　　　会　　　　名

海津

山県

小学生男子大会(兼)全日本・中日本予選会

大垣

第29回県シニア大会(兼)全日本・東海予選会

主管支部

第42回実年大会(兼)全日本予選会

[Ａ]令和５年度　岐阜県協会主催大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年３月７日現在

秋季エルダー大会(兼)中ﾌﾞﾛｯｸ・東海予選会

第51回県中学生大会(兼)全日本・中日本予選会

春季一般男子大会(B級・実業団Ｂ級）全日本予選会
教員選手権大会(兼)東海予選会

第44回県小学生大会　　　　　　[男子]

11

12

小学生女子大会(兼)全日本・中日本予選会

第44回県小学生大会　　　　　　[女子]

後援団体 上　　位　　大　　会　　等使用球開　催　日 優勝旗会　場

県女子大会

春季レディース大会(兼)全日本・東海予選会

会長杯争奪一般男子大会

伊自良総合G
県エルダー大会

会長杯争奪壮年大会(兼)全日本・東海予選会

6/17,18 予24

5/7､14 予21

県シニア大会

羽島

岐阜新聞 旗

岐阜新聞 旗

　　※東海国体強化の為、７・８月は原則開催しない

　

27

11/19 予26

6/18 予25

25

Ａ級男子リーグ　　　　開会式及び開幕試
合

各務原
日本マスターズ・エルダー予選会

9

4

秋季シニア大会兼次年度全国ねんりんﾋﾟｯｸ予選会

19

第47回県総合選手権大会　　 [女子]

第41回秋季一般男子Ｃ級大会

18

第22回エルデスト大会（兼）全日本予選会

20


