
回 大　　会　　名 月／日（曜日） 会    場 面 会場責任者 審判長

40 全日本クラブ男子県予選 3/17（日） 小瀬 1 窪田 渡邊（喜）

30 関東クラブ県予選

（3/7)　　　　〔今村〕

29 関東小学生選抜県予選 3/24（日） 大会なし 2

　　　　 　  　　〔石田〕

59 全日本実業団男子県予選 3/24（日） 小瀬 1 窪田 渡邊（喜）

30 関東実業団県予選(3/７) 〔今村〕

16 全日本一般男子県予選 3/31（日） 小瀬 2 窪田 秋山

9 関東一般男子県予選 3/31（日） 緑ヶ丘 2 今村 赤尾

25 関東社会人県予選 4/7（日） 小瀬 2 窪田 石原

19 ミズノカップ 4/14（日） 小瀬 2 窪田 井上

(3/21)　　　　〔今村〕 4/21（日） 小瀬 2 窪田 赤尾

4/28（日） 釜無川 1 今村 渡邊（喜）

19 関東スーパーシニア県予選 3/31（日） エコパーク 2 菊島 横森

(3/19)〔菊島〕　(韮崎支部） 4/7（日） エコパーク 2 菊島 松野

71 春季高校 4/13（土） 釜無工業 1 小澤 末木

4/13（土） 双葉スポ-ツ 2 小澤 井上

　　　　　　　　〔小澤〕 4/14（日） 釜無工業 1 小澤 末木

4/14（日） 双葉スポ-ツ 2 小澤 渡邊（喜）

28 会長杯　実年の部 4/7（日） 甲西総合 2 望月（正） 深沢

13 東日本ミズノ杯実年県予選 4/7（日） 南巨摩 2 望月（正） 秋山

4/7（日） 　〃 1 望月（正） 深沢

(3/28)　　　　　〔望月（正）〕 4/14（日） 　〃 2 望月（正） 深沢

（南巨摩支部） 4/14（日） 　〃 2 望月（正） 秋山

4/21（日） 　〃 2 望月（正） 深沢

30 山梨県エルダー大会（3/19） 4/21（日） 若草総合 2 清水（洋） 望月（由）

19 マスターズ県予選（数野)

32 全国健康福祉県予選 5/5（日） 北　杜 4 秋山（九） 松野

(4/23）　　　　〔菊島〕 5/5（日） 〃 4 秋山（九） 横森

（北杜支部） 5/12（日） 〃 4 秋山（九） 松野

5/26（日） 〃 1 秋山（九） 松野

30 会長杯　壮年の部 4/28（日） 中巨摩第二 2 桜井 深沢

19 マスターズ県予選 4/28（日） 緑ヶ丘 2 清水（洋） 赤尾

（4/18)　　　　〔桜井〕 4/28（日） 釜無工業 2 田邉 桐山

5/5（日） 釜無川 2 清水（洋） 秋山

5/12（日） 甲西総合 1 桜井 篠原

65 全日本総合男子県予選 5/5（日） 小瀬 2 窪田 赤尾

71 全日本総合女子県予選 5/12（日） 小瀬 1 窪田 渡邊（喜）

(4/25)　　　　〔今村〕 予備日5/19（日） 甲西総合 1 今村 篠原

71 山梨県高校総体 5/8（水） 釜無川 2 小澤 井上

45 関東高校男子県予選 5/8（水） 釜無工業 1 小澤 末木

69 関東高校女子県予選 5/9（木） 釜無川 2 小澤 石原

5/9（木） 釜無工業 1 小澤 羽田

　　　　　　　　〔小澤〕 5/10（金） 釜無川 2 小澤 渡邊（喜）

予備日5/10（金） 釜無工業 - 小澤

予備日5/11（土） 釜無川 - 小澤 渡邊（喜）

65 全日本教員県予選 5/11（土） 小瀬 1 内藤 松野

5/12（日） 小瀬 1 内藤 渡邊（喜）

 (5/2)　　　　〔内藤〕 5/18（土） ＊14時まで　緑ヶ丘 1 内藤 渡邊（喜）

52 ＵＴＹ杯争奪女子〔4/23〕 5/5（日） 西八代 4 青柳 石原

　　　〔数野〕　（西八代支部） 5/19（日） 西八代 2 青柳 石原

31 山梨県ｽﾎﾟﾚｸ祭 5/12（日） エコパーク 2 菊島 渡邊（喜）

（初鹿野）（韮崎支部） 5/12（日） 福祉村ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 2 菊島 渡邊（喜）
山梨県大学男子・女子大会 清水（正）

33 東日本小学生県予選 石田

36 関東小学生選抜県予選 石田

山梨県小学生大会（石田） 石田

29 ＵＴＹ山梨県ミニソフト（石田） 水道局 石田

 ２０１９年度　山梨県ソフトボール協会大会日程表（案）



回 大　　会　　名 月／日（曜日） 会    場 面 会場責任者 審判長

62 山梨県中学校選手権 5/18（土） 玉穂ふれあい 2 秋山（正） 井上

5/18（土） 中巨摩第二 1 秋山（正） 末木

　　　　　　　　〔秋山（正）〕 5/19（日） 玉穂ふれあい 2 秋山（正） 渡邊（喜）

5/25（土） 玉穂ふれあい 1 秋山（正） 井上

40 YBS旗市町村対抗 6/8（土） 緑ヶ丘 2 今村 赤尾

一般の部　 6/8（土） 小瀬 2 窪田 秋山

6/15（土） 緑ヶ丘 2 今村 秋山

(5/    ）　　　〔今村〕 6/22（土） 緑ヶ丘 2 今村 渡邊（喜）

予備日 6/29（土） 緑ヶ丘 2 今村 渡邊（喜）

54 全国高校男子県予選 6/8（土） 釜無工業 1 小澤 末木

全国高校女子県予選 6/8（土） 釜無川 2 小澤 井上

6/9（日） 釜無工業 1 小澤 羽田

　　　　　　　　〔小澤〕 6/9（日） 釜無川 2 小澤 渡邊（喜）

6/15（土） 釜無川 2 小澤 渡邊（喜）
男子 予備日6/15（土） 釜無工業 - 小澤 渡邊（喜）
女子 予備日6/16（日） 釜無工業 - 小澤

24 全日本レディース県予選 6/9（日） エコパーク 2 菊島 米山

37 関東レディース県予選

(5/30)〔数野〕　（韮崎支部） 6/16（日） エコパーク 2 菊島 米山

33 全日本シニア県予選 6/9（日） 西八代 4 青柳 石原

6/16（日） 〃 4 青柳 石原

(5/28)　　　　〔菊島〕 6/23（日） 〃 4 青柳 石原

（西八代支部） 6/30（日） 〃 1 青柳 石原

55 山梨県壮年大会 5/26（日） 下吉田第二小 2 奥脇 渡辺（貞）

34 全日本壮年県予選 5/26（日） 河口湖町民 2 奥脇 渡辺（貞）

6/2（日） 下吉田第二小 2 奥脇 渡辺（貞）

(5/16)　　　　　〔奥脇〕 6/2（日） 河口湖町民 2 奥脇 渡辺（貞）

（富士吉田支部）（予備） 6/9（日） 下吉田第二小 2 奥脇 渡辺（貞）

6/16（日） 下吉田第二小 2 奥脇 渡辺（貞）

16 全日本エルデスト県予選 7/21（日） 1 秋山

18 山梨県エルデスト大会(5/30)

23 関東エルデスト県予選〔古屋〕

30 会長杯　一般の部 7/14（日） 長坂総合 2 田邉 松野

7/14（日） 小瀬 2 窪田 深沢

(7/4)　　　 〔田邉〕 7/21（日） 釜無川 2 田邉 秋山

7/21（日） 小瀬 2 窪田 赤尾

7/28（日） 長坂総合 1 田邉 松野

28 関東エルダー県予選 6/23（日） 緑ヶ丘 1 田邉 米山

(5/30)　　　〔数野〕 6/30（日） 小瀬 1 窪田 米山

14 全日本ハイシニア県予選 7/7（日） エコパーク 2 菊島 深沢

(6/27)　（韮崎支部） 7/14（日） エコパーク 2 菊島 石原

               〔菊島〕 7/21（日） エコパーク 2 菊島 秋山

28 全日本実年県予選 6/30（日） 甲西総合 2 小野 篠原

6/30（日） 南アルプス 2 小野 望月（由）

(6/20)　　　 〔小野〕 7/7（日） 甲西総合 2 小野 篠原

7/7（日） 南アルプス 2 小野 望月（由）

（南アルプス支部） 7/14（日） 南アルプス 1 小野 篠原

71 山梨県中学校総体 7/25（木） 玉穂ふれあい 2 秋山（正） 末木

37 関東中学校男子県予選 7/25（木） 中巨摩第二 練習 秋山（正）

47 関東中学校女子県予選 7/26（金） 玉穂ふれあい 2 秋山（正） 井上

　　　　　　　　〔秋山（正）〕 7/28（日） 玉穂ふれあい 2 秋山（正） 井上

ＹＢＳ杯小学生男女（石田）

72 山梨県体育祭り 女子8/18（日） 小瀬 2 窪田 秋山

女子8/18（日） 緑ヶ丘 1 田邉 米山

男子8/25（日） 小瀬 2 窪田 深沢

(7/    )　　　　〔初鹿野〕 男子8/25（日） 釜無川 2 山本 石原

女子9/8（日） 緑ヶ丘 2 初鹿野 米山

男子9/8（日） 釜無川 2 清水（洋） 赤尾



回 大　　会　　名 月／日（曜日） 会    場 面 会場責任者 審判長

36 高校教育大会 9/7（土） 甲西総合 2 小澤 末木

9/7（土） 小瀬 1 小澤 井上

　　　　　　　　〔小澤〕 9/7（土） 双葉 2 小澤 井上

9/8（日） 甲西総合 2 小澤 井上

9/8（日） 北杜 1 小澤

27 山梨県ねんりんピック 9/8（日） 韮崎 2 菊島

9/8（日） 中巨摩第二 2 山本 篠原

9/14（土） 小瀬 2 窪田 羽田

(5/28)　　　 〔菊島〕 9/14（土） 中巨摩第二 2 菊島 石原

9/22（日） 釜無工業 2 菊島 桐山

9/22（日） 甲西総合 2 清水（洋） 篠原

9/29（日） 緑ヶ丘 1 菊島 秋山

60 山梨県一般男子選手権 9/15（日） 緑ヶ丘 2 今村 赤尾

21 山梨県一般女子選手権 9/15（日） 小瀬 2 窪田 深沢

9/22（日） 小瀬 2 窪田 秋山

(9/5)　　　　 〔今村〕 9/22（日） 2 田邉 赤尾

9/29（日） 甲西総合 1 今村 渡邊（喜）

42 ＹＢＳ旗市町村対抗 10/12（土） 緑ヶ丘 2 今村 赤尾

                   壮年の部 10/12（土） 釜無工業 2 清水（洋） 秋山

　　　　　　　　　　　 10/2６（土） 緑ヶ丘 2 今村 渡邊（喜）

(9/　　)　　　〔今村〕 11/9（土） 緑ヶ丘 2 今村 渡邊（喜）

予備日 11/16（土） 小瀬 2 窪田 渡邊（喜）

3 会長杯ハイシニア・ 11/2（土） 甲　州 1 白川 大澤

スーパーシニア 11/9（土） 山　梨 2 有賀 大澤

(10/22)　　　　〔菊島〕 11/16（土） 山　梨 2 有賀 大澤

65 高校新人 10/26（土） 釜無川 2 小澤 井上

38 全国選抜県予選 10/26（土） 釜無工業 1 小澤 末木

10/27（日） 釜無川 2 小澤 井上

　　　　　　　　〔小澤〕 10/27（日） 釜無工業 1 小澤 桐山

11/2（土） 釜無川 1 小澤 渡邊（喜）
男子 予備日11/3（土） 釜無工業 - 小澤
女子 予備日11/3（土） 釜無川 - 小澤 渡邊（喜）

44 中学校新人 10/19（土） 玉穂ふれあい 2 秋山（正） 井上

　　　　　　　　〔秋山（正）〕 10/19（土） 中巨摩第二 1 秋山（正） 米山

10/26（土） 若草中 2 秋山（正） 篠原

小学生新人     〔石田〕 石田

35 ＮＮＳ旗争奪レディース 11/3（日） 双葉 4 菊島 米山

(10/24)　　 〔数野〕 11/10（日） エコパーク 2 菊島 米山

17 山梨県事業所対抗男子 10/27（日） 双葉 4 清水（洋） 渡邊（喜）

(10/17)

　　　　　　　　〔清水（洋）〕 11/3（日） 韮崎 2 清水（洋） 渡邊（喜）

60 山梨県教職員選手権 11/10（日） 小瀬 1 内藤 松野

(10/31)　　　 〔内藤〕 11/17（日） 小瀬 1 内藤 松野

9 山梨県小学生フェスティバル 11/2（土） 山梨学院ﾂｲﾝ 2 石田

　　　　　　　　　　　（石田） 11/3（日） 山梨学院ﾂｲﾝ 2 石田

ＹＢＳ杯小学生男女（石田） 水道局 石田

19 関東ｽｰﾊﾟｰｼﾆｱ大会 5/25（土）～26（日）　

（金谷） 南アルプス 甲西総合

37 関東ﾚﾃﾞｨｰｽ大会 10/5（土）～6（日）

（金谷） 富士吉田

28 関東ｴﾙﾀﾞｰ大会（古屋） 10/26(土)～27(日)　

23 関東ｴﾙﾃﾞｽﾄ大会 北杜

30 関東中学生選抜大会（秋山） H32/3/14（土）～3/15（日） 笛吹

50 東日本高校女子大会（小澤） H32/3/26（木）～3/29（日） 笛吹

40 全日本ｸﾗﾌﾞ男子選手権大会 7/26（土）～29（月）

（武川） 花鳥　小瀬

52 日本女子リーグ第10節 10/19(土)～20(日)　山日YBS球場

（初鹿野）

練習会場：25日（金）・26日（土）小瀬・緑が丘


