
大　　会　　名 最終日 優　勝 準 優 勝 第３位 福岡県大会ほか上部大会

九連会長杯第44回軟式野球大会 2/27(土) 北九州サニクリーン 西部ガス北九州
山九(株)北九州支店
黒崎播磨(株)

県大会 準優勝3-4福岡ｻﾆ 九州大会初戦0-4ENEOS

第74回北九州選手権(都市対抗県予選) 8/29(日) 北九州サニクリーン 黒崎播磨(株)
(株)セントラルユニ
山九(株)北九州支店

(↑九州大会 優勝 ENEOS大分 準優勝 福岡ｻﾆｸﾘｰﾝ)

第76回国民体育大会北九州地区大会 4/18(日) 北九州サニクリーン 西部ガス北九州
三菱ケミカル物流(株)
山九(株)北九州支店

　　　　  〃 　　　　　 福岡県大会 4/18(日) 北九州サニクリーン 福岡サニクリーン
鞍手共立病院(筑豊)
西部電機株式会社(東福岡)

←北九州開催　九州ブロック大会 敗者復活戦敗退

天皇賜杯第76回大会 6/13(日) 北九州サニクリーン 西部ガス北九州
山九(株)北九州支店
(株)セントラルユニ

県大会 準優勝6-9福岡ｻﾆｸﾘｰﾝ

県会長杯第25回西日本軟式大会 9/21(火) [久留米開催]4ﾁｰﾑ出場：西部ｶﾞｽ 優勝4-2福岡ｻﾆｸﾘｰﾝ・北九州ｻﾆｸﾘｰﾝ 準決勝敗退・ｾﾝﾄﾗﾙﾕﾆ 2回戦敗退・山九北九州 1回戦敗退

第11回九州都市対抗軟式野球県大会 9/26(日) 北九州サニクリーン 黒崎播磨(株)
喜多村石油(株)
(株)筑邦銀行

←北九州開催

第59回市民体育祭(Ａ級) 10/17(日) 山九㈱北九州支店 黒崎播磨(株)
日鉄テックスエンジ(株)
北九州サニクリーン

第11回九州都市対抗軟式野球九州大会 11/15(月)
佐賀県
医療法人ひらまつ病院

鹿児島県
鹿児島相互信用金庫

第43回西日本大会(一部) 3/7(日) 北九州市役所 RAILSTARS
北九グランディーズ
九電グループ北九州

県大会 準優勝0-18ｼﾞｰｴﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ(株)

高松宮賜杯第65回軟式野球大会 4/11(日) 福岡ひびき信用金庫 日本磁力選鉱(株)
九電グループ北九州
RAILSTARS

県大会 1回戦敗退3-4八女ｸﾗﾌﾞ(優勝 ｼﾞｰｴﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ(株))

第63回県選手権(第64回県民大会) 5/15(土) 日鉄ｹﾐｶﾙ&ﾏﾃﾘｱﾙ(株) RAILSTARS ※５チーム棄権の為２チームで決勝

第63回県選手権　福岡県大会 8/29(日) 銭屋一家(京築) 小次郎(北筑後)
福岡ビッグベアーズ(筑豊)
YARIMIZU(久留米)

←北九州開催　※北九州は出場辞退

第59回市民体育祭(一部) 10/17(日) 北九州市役所 芳野病院ブレイカーズ
九電グループ北九州
北九グランディーズ

第75回北九州選手権大会 大会中止

第14回北九州市軟式野球連盟会長旗 大会中止

第43回西日本大会(二部) 3/28(日) アステラス九州 MBクラブ
スネークス
福岡カープ

県大会 1回戦敗退0-3ﾛﾋﾞﾝｿﾝ (優勝 久留米ﾒｲｳｪｻﾞｰ)

高松宮賜杯65回軟式野球大会 5/4(火) 福岡カープ 零 ｰzeroｰ
ベアーズ
小野建

県大会 準優勝0-1ソディアック(福岡)

第55回県選手権大会 5/23(日) 福岡カープ 零 ｰzeroｰ
TOTOベルノス
MBクラブ

県大会 2回戦敗退0-9Super Platonics(優勝)

第75回北九州選手権大会 9/23(木) MBクラブ 小野建
ブラスト
福岡カープ

第59回市民体育祭(二部) 10/17(日) 小野建 スネークス
DENSO SHINING
MBクラブ

第14回北九州市連盟会長旗 11/21(日) 福岡カープ スネークス
アステラス九州
MBクラブ

第28回九州成年選抜(成年) 4月 ｺｶｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 県大会出場 県大会 準決勝敗退0-2福銀 (優勝 秋吉整形外科ｸﾗﾌﾞ)

第4回全日本シニア軟式野球(実年) 4月 (県大会 優勝 秋吉整形外科OB)

日本スポーツマスターズ2021(成年) 5月 ｺｶｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 県大会出場 県大会 1回戦敗退3-4秋吉 (優勝 秋吉整形外科ｸﾗﾌﾞ)

第16回県還暦軟式春季大会(還暦) 5月 クラシック若松 県大会出場 1回戦敗退4-5宗像 (優勝 久留米ｼﾆｱﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ)

第15回九州還暦軟式野球大会(還暦) 10月 (県大会 優勝 飯塚レッツ)

第20回全九州実年軟式野球大会(実年) 10月 (県大会 優勝 秋吉整形外科OB)

第16回還暦軟式秋季大会(還暦) 10月 クラシック若松 県大会出場 1回戦敗退0-11宗像 (優勝 久留米ｼﾆｱﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ)

第21回ねんりんｽﾎﾟｰﾂ・文化祭(還暦) 11月 クラシック若松 県大会出場 1回戦敗退1-10宗像 (優勝 久留米ｼﾆｱﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ)

第42回北九州選手権(全軟連) 3/13(土) 緑丘中学校 高須中学校
霧丘中学校
足立中学校

ベスト4：全日本少年予選のシード校

第38回全日本少年大会(西日本ｼﾃｨ杯) 4/25(日) 浅川中学校 高須中学校
折尾愛真中学校
広徳中学校

県大会 折尾愛真中学校優勝2-1GO AHEAD(久留米)
浅川・高須・広徳中学校2回戦敗退

第13回全日本少年春季大会 10/3(日) 花尾中学校 二島中学校
足立中学校
永犬丸中学校

県大会 花尾中学校優勝8-0小郡中学校
足立中学校2回戦敗退　二島・永犬丸中学校1回戦敗退

第74回北九州市中学校大会 7月 門司学園中学校 則松中学校 花尾中学校 県大会：全ﾁｰﾑ1回戦敗退

第38回中学校新人大会 11月 足立・富野合同中学校 吉田中学校 花尾中学校 県大会(足立・富野合同：3位）(花尾：3位)

福岡トヨタ杯第5回北九州大会 木屋瀬バンブーズ

第16回毎日新聞社争奪学童大会 沼スポーツ少年団

高円宮第41回全日本学童マクドナルド･ 吉田レグルス 県大会 6チーム出場：

トーナメント北九州地区大会 木屋瀬バンブーズ 大里東ベアーズ・池田スラッガーズ

〃　　　　　　福岡県大会 7/4(日) 原北ウイングス(福岡) 古賀東エンゼルス(東福岡)
高取少年野球クラブ(福岡)
光友ヴィクトリー(北筑後)

8/16(月)～新潟開催全国大会 原北ウイングス出場

阿波おどりカップ学童大会2021 大会中止 7/30(金)～徳島開催 古賀東エンゼルス出場

しまなみ学童大会 8月 8/21(土)～愛媛開催 高取少年野球クラブ出場

第34回九州学童大会 8月 7/31(土)～鹿児島開催 光友ヴィクトリー・ﾍﾞｽﾄ8 宗像クラブライオンズ(東福岡)出場

第26回高野山旗全国学童軟式野球大会 大会中止 ←和歌山開催

第28回西日本学童軟式野球大会 大会中止 ←大阪開催

ひびしんカップ CLUB ACE

第43回スポーツ少年団春季大会 千代ウィングス

福永杯争奪第17回学童軟式野球大会 中井フェニックス

令和3年度ｽﾎﾟｰﾂ少年団春季ｼﾞｭﾆｱ大会 浅川ベアーズ

第11回西部ガス旗争奪学童大会 10/31(日) 吉田レグルス 中井フェニックス
青山少年
浅川ベアーズ

第3回県新人大会：吉田1回戦敗退3-6矢ケ部少年野球クラブ
中井1回戦敗退0-12立岩クラブ(優勝 吉富少年野球クラブ)

第48回北九州市長杯学童大会 8/10(火) 千代ウイングス 沼スポーツ少年団
木屋瀬バンブーズ
吉田レグルス

第19回県秋季選手権：千代準決勝敗退5-13古賀東エンゼルス
沼1回戦敗退0-7光友ヴィクトリー(優勝 古賀東エンゼルス)

第39回連盟会長杯学童大会 大会中止

第29回九州選抜学童大会 大会中止 ←北九州開催

デサキ杯第6回学童軟式野球大会 12/5(日) 葛原少年野球クラブ CLUB ACE
中井フェニックス
木屋瀬バンブーズ

ＪＡ共済福岡県学童軟式野球2021 大会中止 ←久留米開催

第59回北九州市民体育祭 11/7(日) 千代ウイングス 守恒スラッガーズ
中井フェニックス
東筑ファイターズ

令和3年度スポーツ少年団秋季大会 1/22(土) 青山少年 千代ウイングス
大里東ベアーズ
守恒スラッガーズ

ＪＡＬカップ第10回全九州学童大会 大会中止 ←久留米開催

マクドナルド第19回県学童秋季大会 10/30(土) 古賀東エンゼルス 北野少年野球クラブ
千代ウイングス
光友ヴィクトリー

←浮羽開催　沼1回戦敗退0-7光友ヴィクトリー

王貞治杯第17回大会(九州大会) 11/21(日)
大分県
吉弘野球スポーツ少年団

福岡県
古賀東エンゼルス

熊）弓削キング
鹿）国分小軟式野球ｽﾎﾟｰﾂ少年団

←長崎開催

柴田春雄杯第17回低学年大会 大会中止

筑後川旗・第38回西日本学童大会 大会中止 ←久留米開催

成
年
・
実
年
・
還
暦

県大会 8チーム出場：
東筑･CLUBACE･沼･木屋瀬･吉田･千代･池田・中井
(優勝 大牟田サンボーイズ)

宮崎県　特定医療法人浩洋会田中病院
長崎県　長崎サニクリーン
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5/2(日)

CLUB ACE【初】 千代ウィングス

中
　
　
　
学

3/20(土)

4/18(日) CLUB ACE 千代ウィングス

県大会：吉田1回戦敗退0-1御笠の森リトルベアーズ
木屋瀬1回戦敗退1-3鞍手ベアーズ
(優勝 大牟田サンボーイズ)

5/8(土) 青山少年 竜ヶ丘クラブ

木屋瀬バンブーズ吉田レグルス


