
              令和3年度　大分県・九州地区・西日本地区・全国ソフトボール大会　（案）

九 西 全 会 期 締切 開催地 区分
参
数 会 期 締切 開催地

参
数 会 期 締切 開 催 地

01 38 西日本壮年 ゴム ○ 3/21,28 3/5 宇佐市 西38 県1 5/8,9 徳島県 壮年

02 42 クラブ男子 革 ○ ○ 4/4,11 3/20 九予 県2 5/29,30 鹿児島県鹿児島市 九2 7/17～19 6/7 熊本県阿蘇市 クラブ男子

03 42 クラブ女子 革 〇 〇 4/4,11 3/20 九予 県2 5/29,30 大分県臼杵市 九2 7/17～19 6/7 静岡県富士宮市 クラブ女子

04 67 教員選手権 ｺﾞﾑ 〇 ○ 4/11 3/26 豊後大野市 九予 県2 6/12,13 鹿児島県指宿市 九2 7/31,8/1,2 6/21 山梨県北杜市 教員

05 22 九州オールレディース ｺﾞﾑ 〇 4/11 3/26 速見郡 九22 県2 福岡県久留米市 レディース

06 50 一般男子Ｂ級春季 ｺﾞﾑ 4/18,25 4/2 豊後高田市 一般男子

07 22 九州高校男子春季 ｺﾞﾑ 〇 4/24,25 別途 九 県2 5/8,9 別途 熊本県水俣市 高校生

08 55 九州高校女子春季 ｺﾞﾑ 〇 4/24,25 別途 九 県2 5/8,9 別途 大分県竹田市 高校生

09 22 県中学選手権 ｺﾞﾑ 5/1,2,3 4/17 大分市 中学生

10 67
全日本総合男子
兼国体成年男子選考会

革 ○ ○ 5/2,23 4/23 臼杵市 九予 県2 6/26,27 福岡県北九州市 9/18～20 8/7 茨城県石岡市 クラブ+大学

11 73
全日本総合女子
兼国体成年女子選考会

革 〇 〇 5/2,23 4/23 九予 県2 6/26,27 鹿児島県南九州市 9/18～20 8/7 栃木県大田原市 クラブ+大学

12 33 九州実年 ｺﾞﾑ 〇 5/2,9 4/17 佐伯市 九33 県2 6/12,13 福岡県福岡市 実年

13 35 全国・九州小学生男子 ｺﾞﾑ 〇 ○ 5/8,9 4/24 大分市 九39 県3 7/31.8/1 長崎県時津町 県1 8/7～10 6/26 滋賀県守山市 小学生

14 35 全国・九州小学生女子 ｺﾞﾑ 〇 ○ 5/8,9 4/24 大分市 九39 県3 7/31.8/1 長崎県諫早市 県1 7/31～8/3 6/19 宮崎県宮崎市 小学生

15 21 マスターズ男子 ｺﾞﾑ ○ → ９/18～21 岡山県新見市 壮年

16 26 全国壮年 → 10/2～4 8/31 高知県 壮年

17 73 高校女子選手権(総体） ｺﾞﾑ ○ ○ 5/29,30 別途 大分市 九73 県2 7/9～11
鹿児島県鹿児島市

・南九州市 7/30～8/2 福井県敦賀市 高校生

18 55 高校男子選手権（総体） ｺﾞﾑ ○ ○ 5/29,30 別途 大分市 九45 県2 7/9～11 鹿児島県日置市 8/5～8 福井県敦賀市 高校生

19 22 西日本小学生男子 ｺﾞﾑ ○ 5/29,30 5/15 大分市 西22 県2 7/24～26 山口県下松市 小学生

20 25 西日本シニア ｺﾞﾑ ○ 6/12,13 5/28 津久見市 9/18～20 島根県松江市 シニア

21 18 全国一般男子 ｺﾞﾑ ○ 6/13,20 5/28 宇佐市 → 8/28～30 7/16 京都府亀岡市 一般男子

22 26 全国レディース ｺﾞﾑ ○ 6/20 6/4 豊後高田市 → 9/11～13 8/2 岩手県花巻市 レディース

23 69 西日本男子選手権 革 ○ 7/4 6/25 竹田市 西11 県1 9/11,12 佐賀県 クラブ

24 11
西日本一般男子
兼第４8回B級夏季

ｺﾞﾑ ○ 7/11,19 6/18 中津市 高知県 一般男子

25 10 九州ハイシニア ｺﾞﾑ ○ 九10 フリー 9/4,5 熊本県熊本市 ハイシニア

26 30 全国実年 ゴム ○ 7/25 7/2 豊後大野市 → ９/4～6 7/23 長野県伊那市 実年

27 06 会長杯レディース大会 ｺﾞﾑ ○ 7/25 7/10 玖珠郡 レディース

28 43 全国中学校男子 ｺﾞﾑ ○ ○ 7/27～29 別途 大分市 九33 県2 8/5～7 別途 大分県 8/21～24 茨城県那珂市 中学生

29 43 全国中学校女子 ｺﾞﾑ ○ ○ 7/27～29 別途 大分市 九47 県2 8/5～7 別途 大分県 8/21～24 茨城県水戸市 中学生

30 35 全国シニア ゴム ○ 7/31,8/1 7/16 由布市 → 10/1～3 8/21 福島県いわき市 シニア

31 23 九州壮年 ｺﾞﾑ ○ 8/1,8 7/16 日田市 10/23,24 佐賀県武雄市 壮年

32 33 九州シニア ｺﾞﾑ ○ 8/21,22 8/6 中津市 九33 県2 10/16,17 宮崎県延岡市 シニア

33 45 合同杯ナイター中央大会 ｺﾞﾑ ○ 8/28,29 別途 別府市 各地区代表

34 17 西日本ハイシニア ｺﾞﾑ ○ ○ 西17 県1 愛媛県 ハイシニア

35 16 全国ハイシニア ｺﾞﾑ ○ ○ → 10/9～11 8/31 香川県 ハイシニア

36 18 九州一般男子 ｺﾞﾑ ○ 9/5,19 8/20 豊後大野市 九18 県2 10/16,17 長崎県時津町 一般男子

37 74 県民体育大会（議員） ｺﾞﾑ ○ 9/4,5 別途 由布市 各地区選抜

38 74 県民体育大会（男子） ｺﾞﾑ ○ 9/11,12 別途 日田市 各地区選抜

39 74 県民体育大会（女子） ｺﾞﾑ ○ 9/11,12 別途 玖珠郡 各地区選抜

40 13 国体メモリアル高校大会 ｺﾞﾑ ○ 9/18 別途 竹田市 高校生

41 32 豊の国ねんりんピック ｺﾞﾑ ○ 9/26 別途 大分市 シニア・ハイシニア

42 30 西日本実年大会 ｺﾞﾑ ○ ○ 10/3 9/18 佐伯市 西30 県1 11/13,14 宮崎県宮崎市 実年

43 24 県レディース ｺﾞﾑ ○ 10/10 9/25 豊後高田市 レディース

44 44 中学生新人大会 ｺﾞﾑ ○ 10/16,17 別途 大分市 中学生

45 40 高校秋季・選抜男子 ｺﾞﾑ ○ ○ 10/16,17 別途 大分市 九16 県2 11/6,7 鹿児島県日置市 県1 R4年3/25～28 別途 岐阜県各務原市 高校生

46 40 高校秋季・選抜女子 ｺﾞﾑ ○ ○ 10/16,17 別途 大分市 九16 県2 11/6,7 長崎県 県1 R4年3/18～22 別途 広島県尾道市 高校生

※ 日本女子1部リーグ 10/23,24

47 11 県小学生選手権大会 ｺﾞﾑ ○ 10/31 10/16 日田市 小学生

48 38 一般男子Ｂ級秋季 ｺﾞﾑ ○ 10/31,11/7 10/16 竹田市 一般男子

49 34
全国健康福祉祭
（ねんりんピック）

ゴム ○ ○ 11/6,7 10/22 津久見市 10/31～11/2 岐阜県揖斐川町 シニア・ハイシニア

50 20 Ｃ級チャンピオン ｺﾞﾑ 11/7,14 10/23 大分市 Ｃ級登録チーム

51 24 Ａ級秋季 革 11/14,21 10/22 臼杵市 クラブ

52 06 会長杯オールドボーイ大会 ゴム 11/14 10/30 速見郡 OBチーム

53 15 春季全国九州小学校男子 ゴム ○ ○ 11/27,28 11/13 九32 県3 Ｒ4,3/26～28 鹿児島県南九州市 県1 Ｒ4年3/26～28 福岡県北九州市 小学生

54 15 春季全国九州小学校女子 ｺﾞﾑ ○ ○ 11/27,28 11/13 九32 県2 Ｒ4,3/26～28 鹿児島県南九州市 県1 Ｒ4年3/26～28 愛媛県 小学生

55 32 九州中学生選抜大会 ゴム 〇 12/4,5 11/20 大分市 九32 県2
Ｒ4.2月下旬
～3月上旬 宮崎県 中学生

竹田市

大分県ソフトボール協会

大 分 県 大 会 ・ 予 選
九 州 大 会 ・ 九 州 地 区 予 選
西 日 本 大 会

全 国 大 会 参 加 登
録 種 別

大分市

NO 回 大 会 名
使用
球

規　模

5/23,30 5/1 佐伯市

第10節

8/14 佐伯市8/28,29

大分市別大興産スタジアム

臼杵市



国　　体

01 76 国体成年男子 革 ○ ○ 総合予選と兼 4/23 九予 県1 8/21,22 別途 福岡県雁ノ巣 九2 9/26～28 別途 三重県明和町 県選抜チーム

02 76 国体成年女子 革 ○ ○ 総合予選と兼 4/23 九予 県1 8/21,22 別途 福岡県雁ノ巣 九2 9/26～28 別途 三重県熊野市 県選抜チーム

03 76 国体少年男子 ｺﾞﾑ ○ ○ 九予 県1 8/21,22 別途 福岡県北九州市 九2 9/26～28 別途 三重県志摩市 県選抜チーム

04 76 国体少年女子 ｺﾞﾑ ○ ○ 九予 県1 8/21,22 別途 福岡県北九州市 九2 9/26～28 別途 三重県紀北町 県選抜チーム

予選なし大会

01 21 中学生男子 ｺﾞﾑ ○ → 県1 8/14～16 7/31 大阪府大阪市 中学生

02 21 中学生女子 ｺﾞﾑ ○ → 県1 8/14～16 7/31 大阪府大阪市 中学生

03 18 都道府県対抗中学生男子 ｺﾞﾑ ○ → 県1 Ｒ４年3/26～28 2/8 岡山県新見市 中学生県選抜チーム

04 18 都道府県対抗中学生女子 ｺﾞﾑ ○ → 県1 Ｒ4年3/26～28 2/8 大阪府大阪市 中学生県選抜チーム

05 56 全国大学男子選手権 革 ○ ○ 九予 ﾌﾘｰ 5/15,16 別途 鹿児島県南九州市 九2 9/11～13 7/29 富山県富山市 大学生

06 56 全国大学女子選手権 革 ○ ○ 九予 ﾌﾘｰ 5/22,23 別途 鹿児島県南九州市 九1 8/27～29 7/17 愛知県安城市 大学生

09 19 全国エルデスト ｺﾞﾑ ○ → 県1 10/15～17 9/3 沖縄県 エルディスト

10 52 西日本大学男子選手権 ｺﾞﾑ 〇 西 県2 8/7,9 鹿児島県南九州市

11 52 西日本大学女子選手権 ｺﾞﾑ 〇 西 県2 8/7,9 鹿児島県南九州市

12 10 九州ハイシニア ｺﾞﾑ ○ 九9 ﾌﾘｰ ハイシニア

13 12 ＭＩＳＵＭＩ杯 革 ○ 九 ﾌﾘｰ 9/25,26 鹿児島県鹿児島市

14 20 九州大学男子秋季 革 ○ 九 ﾌﾘｰ 11/13.14 別途 鹿児島県南九州市 大学生

15 20 九州大学女子秋季 革 ○ 九 ﾌﾘｰ 11/13.14 別途 鹿児島県南九州市 大学生

16 61 実業団女子選手権 革 〇 〇 予選会なし 5/9 福岡県北九州市 7/17～19 6/7 北海道俱知安町 実業団

17 07 九州中学男子 ｺﾞﾑ 〇 予選会なし 九7 フリー 7/17,18 鹿児島県鹿児島市 中学生

18 21 マスターズ女子 → 9/18～21 岡山県岡山市・久米南町 エルダー

19 67 九州・全国私立高校女子選抜大会 ゴム 〇 〇 4/16～17 未定 Ｒ4年3/25～28 熊本県 高校生

臼杵市


