
　平　成　３１　年　度　大　会　日　程　表　（案） 2019/1/20

※高知支部大会の締切り及び抽選日に関しては大会進行状況により変更する場合があります。

使用球 大会名
高　知　支　部　予　選 高　知　県　予　選 四国予選及び四国大会 全　国　大　会

備　　考
 締切日  抽選日 会期及び会場 会期及び会場 使用球 会期及び会場 　締切日 　抽選日 　　　　会期及び会場

1 ナイガイ
第４１回

西日本１部
２月９日（土）１０日（日）１６日（土）１７日（日）２３日（土）２４日（日）３月２日（土）
（高知球場・東部球場・春野球場・いの天王・土佐山田スタジアム・春野広A・東部多目的）

３月 ２３日（土）土佐山田スタジアム

　　　２４日（日）土佐山田スタジアム1月28日 2月1日 ５月１７日(金)～２０日(月)

（月） （金） 滋賀県

2 マルエス
第４１回

西日本２部
３月３日（日）９日（土）１０日（日）１６日（土）１７日（日）２１（木祝）２３日（土）３０日（土）３１日（日）
（高知球場・東部球場・春野球場・いの天王・土佐山田スタジアム・春野広A・東部多目的）

４月２0日（土）安芸球場
　　 ２1日（日）安芸球場

2月18日 2月22日 ６月７日(金)～１０日(月)

（月） （金） 鹿児島県

3 マルエス
※四国ブロック大会は高知県選抜（高知家オールスターズ）で出場。
　全ての県大会、支部予選を国体選考会とする。高知県大会に関しては選手のレベルアップを目的とする
国体強化大会とする。出場はフリーエントリー。日程によって決勝戦まで行なわない場合あり。

５月１１日（土）１２日（日）春野他球場 マルエス
8月17日（土）　　　

　　　愛媛県四国中央市　　　
浜公園野球場

　　　第７４回 4月8日
代理抽選

１０月４日（金）～７日（月）

　国民体育大会 （月） 茨城県
監督会議　１０月３日（木）

4 ケンコー
４月６日（土）７日（日）１３日（土）１４日（日）４月２０日（土）２１日（日）
（高知球場・東部球場・春野球場・いの天王・土佐山田スタジアム・春野広A・東部多目的）

５月１８日（土）東部球場

　 　１９日（日）東部球場 ケンコー

７月7日（日）

香川県
　　　第６３回 3月25日 3月29日 ９月２７日(金)～３０日(月)

　高松宮賜杯１部 （月） （金） 福岡県

5 ナイガイ
４月２０日（土）２１日（日）２７日（土）２８日（日）２９日（月祝）５月４日（土祝）６日（月祝）
１１日（土）１２日（日）５月１８日（土）１９日（日）
（高知球場・東部球場・春野球場・いの天王・土佐山田スタジアム・春野広A・東部多目的）

６月１5日（土）くぼかわ球場
　 　１6日（日）くぼかわ球場 ナイガイ

７月１４日（日）
徳島県

　　　第６３回 4月8日 4月12日 １０月１８日(金)～１０月２１日(月)

　高松宮賜杯２部 （月） （金） 山口県

6 ケンコー

第７４回

天皇賜杯

ＥＮＥＯＳトーナメント

５月１８日（土）１９日（日）２５日（土）２６日（日）６月１日（土）２日（日）８日（土）９日（日）１５日（土）１６日

（日）
（高知球場・東部球場・春野球場・いの天王・土佐山田スタジアム・春野広A・東部多目的）

６月３０日（日）高知球場・いの天王球場

７月　６日（日）東部球場
７月　７日（日）東部球場　

5月6日 5月10日 ９月１３日(金)～１８日(水)

（月） （金） 長野県

7 ナイガイ
６月２２日（土）２３日（日）３０日（日）７月６日（土）７日（日）１３日（土）１４日（日）１５日（月祝）
（高知球場・東部球場・春野球場・いの天王・土佐山田スタジアム・春野広A・東部多目的）

９月　１日（日）高知球場・東部球場

　　 　７日（土）東部球場
　　 　８日（日）東部球場

      

　　　第２３回 6月10日 6月14日 １１月１日(金）～４日(月)

　西日本選手権 （月） （金） 兵庫県

8 ケンコー

７月２０日（土）２１日（日）２７日（土）２８日（日）８月３日（土）４日（日）１７日（土）１８日（日）

９月１日（土）２日（日）
（高知球場・東部球場・春野球場・いの天王・土佐山田スタジアム・春野広A・東部多目的）

１０月５日（土）いの天王球場
１０月６日（日）いの天王球場 ケンコー

１１月17日（日）
　　　第４７回 7月8日 7月12日
　　四国王座杯 （月） （金） 香川県

9 ナイガイ
壮　年　の　部

※高知県内在住で平成３１年４月１日現在で４０歳以上で構成されたチーム　

４月１３日（土）１４日（日）２０日（土）２１日（日）　

２９日（月祝）　５月２日（木祝）３日（金祝）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ナイガイ
6月30日(日)

香川県
  　日本スポーツ 3月25日 3月29日 ９月２０日(金)～２３日(月)

　マスターズ2019 （月） （金） 岐阜県

10 ケンコー
第２回

3月25日 3月29日
※高知県内在住で平成３１年４月１日現在で５０歳以上で構成されたチーム

４月６日（土）７日（日）
５月２５日（土）～２７日（月）

岡山県
全日本シニア

（月） （金）

11 マルエス ※高知県内在住で平成３１年４月１日現在で４０歳以上で構成されたチーム　

８月１７日（土）１８日（日）２４日（土）２５日（日）　

９月７日（土）８日（日）　

くぼかわ球場9/21・22・28・29　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
マルエス

１１月24日（日）
 【お問い合わせ】

高知県軟式野球連盟

〒780-8011
高知県高知市梅ノ辻１６－２４ホームベースモダン3Ｆ

TEL088-879-6742 FＡX088-844-3869

E-mail　 info@kochi-jsbb.com　URL　http://www.kochi-jsbb.com/
事務局　宮田　薫090-7570-2777

　　　第３１回 8月5日 8月8日
　四国壮年王座杯 （月） （木） 香川県

12 マルエス ※高知県内在住で平成３１年４月１日現在で５０歳以上で構成されたチーム
９月１４日（土）１５日（日）１６日（月祝）

マルエス
　　　第１６回 8月5日 8月8日 １１月１０日（日）

　　四国オールド （月） （金） 徳島県

　　　マスターズ

13

※連盟登録外チーム参加可。２～３部制トーナメント予定（７０チーム程度募集）

９月１４日（日）～１１月２４日（日）
（高知球場・東部球場・春野球場・いの天王・土佐山田スタジアム・春野広A・東部多目的・香美球場）

20

審　判　講　習　会
ナイガイ 　　　第３３回

　第45回審判技術研修員講習会　２月２２日（金）～２月２４日（日）　埼玉県ケンコー 高知県選手権大会 9月2日 9月6日
マルエス 　　　第２４回 （月） （金）

高知市長旗大会
21 　H３１年度近畿・中国・四国地区技術指導員研修会　　　３月２日（土）　３日（日）　 　岡山県

14
中　学　生　大　会

四国大会
５月２５日（土）２６日（日）

香川県
全国大会 ８月１２日（月）～１５日（木）

※１1日監督会議第36回全日本少年軟式野球大会 22 　第37回四国ブロック審判技術講習会　　　　　　　　　１０月１８日（金）～２０日（日） 　　徳島県
※県選抜大会で優勝・準優勝校が出場 神奈川県

15 第11回全国少年春季大会 高知県大会　10月2０日（土）2１日（日） 四国大会　１１月２３日(土)　　愛媛県今治市
23 　Ｈ３１年度高知県軟連認定審判技術講習会 　　　①３月９日（土）　いの天王球場　　　8：30　受付

16 第4回全日本中学女子軟式野球大会 全国大会　　京都府　　８月２３日（金）～８月２８日（月）※県選抜で出場

24 　Ｈ３１年度高知県軟連認定審判技術講習会 　　　②１１月３０日（土）場所未定　　　　　8：30　受付　　　

17 ケンコー
小　学　生　大　会

県大会　4/30（火）東部球場他
開会式8：30～

全国大会 　8月18日(日)～23日(金)　東京都高円宮賜杯　マクドナルド　トーナメント

第39回全日本学童軟式野球大会 25
県　連　主　催　大　会
第５９回職場早起き軟式野球大会　（申込受付）　3月18日～25日　（クラス分け会議）3月30日　　
（抽選会）4月6日　（開会式）　4月15日（日）　　　高知球場7：00～　　　　※連盟登録外チーム参加可18

マ ク ド ナ ル ド　カ ッ プ

第 2回 高 知 県 学 童 軟 式 野 球 新 人 大 会  
9月中旬～

26
第８回夜さこいナイター軟式野球大会　（申込受付）　2月23日～　3月3日　（抽選会）　3月14日（木）12：10　

　（開会式）　3月30日（土）　　高知球場19：00～　　※連盟登録外チーム参加可19 ＮＰＢガールズトーナメント2019 全国大会 8月2日（金）～7日（水）　愛媛県 ※県選抜で出場

20 第３回四国女子学童交流大会 四国大会 １２月１日(日)　高知県 ※県選抜で出場
27

　学童全国・西日本・招待

阿波踊りカップ全日本学童大会（全国）
徳島県　鳴門市
　8月2日（金）～6日（火）

徳島県西部地区大会（招待）
徳島県

　県　連　関　連　大　会

全国官公庁野球大会高知県予選 5月４日（土祝）５日（日）６日（月祝）１１日（土）１２日（日）東部球場他
高野山旗全国学童大会（全国）

和歌山県

7月26日（金）～7月30日（火）
西京新聞社旗争奪大会（招待）

山口県山口市

月    日（  ）～   月   日 （  ）
自治労高知県大会 6月１日（土）２日（日）　東部球場、東部多目的

筑後川旗西日本学童大会（西日本）
福岡県久留米市

近畿ろうきん杯大会（招待）
兵庫県

月    日（  ）～  月   日（   ）
信用金庫中四国交流大会 5月18日（土）19日（日）　春野球場他

しまなみ学童大会（中・四国）
愛媛県今治市

８月１0日（土）～12日（月）
全国スポーツ少年団交流大会

四国大会　愛媛県　6月29日（土）30日（日）

全国大会　兵庫県　8月2日（金）～5日（月）　　　　
県民スポーツフェスティバル2019 11月24日（日）～12月15日（日）いの天王、土佐山田、東部多目他

第3８回四国学童大会（四国） 8月31日（土）9月1日（日）高知県


