
使用球 申込〆切日 期　　日 申込〆切日 期　日 主管ﾌﾞﾛｯｸ 申込〆切日 期　日 申込〆切日 期　日

抽　選　日 使用球場 抽　選　日 備　考 開催地 抽　選　日 備　考 抽　選　日 備　考

下記の通り部門別で開催 3/13(日)･11/20(日) 久留米ﾌﾞﾛｯｸ 3/19(土)～21(月) 指導員：未定 岡山県
的場池 久留米 久留米支部 研修員：2/25(金)～27(日) 埼玉県

第45回九州連合会長杯北九州地区大会 2/20(日)･23(水)･26(土) 予27(日) 3/26(土) 4/2(土)･3(日) 予9(土) 北筑後ﾌﾞﾛｯｸ 4/23(土) 5/7(土)･8(日)

《九州大会予選》 1/16(日) 的場池･本城･若松 小郡支部

第75回北九州軟式野球選手権(A級)大会 兼 3/26(土)･27(日)･4/2(土) 予3(日)

第12回九州都市対抗軟式野球北九州地区大会《九州大会予選》 2/27(日) 的場池･本城･若松

第77回国民体育大会軟式野球競技北九州地区大会 4/16(土)･17(日)･23(土) 予(未定) 4/30(土) 5/21(土)･22(日)･23(月) 予24(月) 北九州ﾌﾞﾛｯｸ 未定 8/20(土)･21(日) 未定 10/7(日)～10(水)

《第42回九州ブロック大会･とちぎ国体/全国大会予選》 3/20(日) 的場池･若松 5/14(土) 的場池･若松　　ﾌﾞﾛｯｸ8･推薦8 計16ﾁｰﾑ 北九州支部 監督会議 19(金) 監督会議 未定

天皇賜杯第77回軟式野球北九州地区大会 6/11(土)･12(日)･18(土) 予19(日) 7/16(土) 7/23(土)･24(日)・25 (月) 予26(火) 北筑後ﾌﾞﾛｯｸ 未定 9/16(金)～21(水)

《全国大会予選》 5/8(日) 的場池･若松･門司･都島･大谷 小郡支部

福岡県連盟会長杯第24回A級選手権大会 9/10(土) 9/17(土)～20(火) 予21(水) 久留米ﾌﾞﾛｯｸ 未定 10/28(金)～31(月)

《第26回西日本軟式野球選手権大会予選》 久留米支部

第12回九州都市対抗軟式野球福岡県大会 9/16(金) 9/23(金)･24(土) 予25(日) 北九州ﾌﾞﾛｯｸ 10/28(金) 11/12(土)～14(月) 予15(火) 福岡県

《九州大会予選》 的場池･本城 北九州支部 監督会議11(金)市民･的場池･本城･若松 北九州支部

スポニチ杯第6回全日本軟式野球大会 未定 11/(土)

第46回九州連合会長杯北九州地区大会 Ｒ5． Ｒ5．2/19(日)･23(木)･25(土) 予26(日)

《九州大会予選》 1/15(日) 的場池･本城･若松

第44回西日本軟式野球(一部)北九州地区大会 3/5(土)･6(日)･12(土) 予13(日) 3/19(土) 3/26(土)･27(日) 予4/2(土) 南筑後ﾌﾞﾛｯｸ 未定 5/13(金)～16(月)

《西日本大会予選》 2/6(日) 的場池･本城･若松･都島 (使用球 内外) 大牟田支部

高松宮賜杯第66回軟式野球(一部)北九州地区大会 4/2(土)･3(日)･9(土) 予10(日) 5/14(土) 5/21(土)･22(日) 南筑後ﾌﾞﾛｯｸ 7/9(土) 7/23(土) 予24(日) 未定 9/3(土)～5(月)

《全国大会予選》 3/13(日) 的場池･本城･若松･門司 大牟田支部

第64回福岡県軟式野球選手権(一部) 兼 5/7(土)･8(日)･14(土) 予15(日) 8/20(土) 8/27(土)･28(日) 予9/3(土) 北九州ﾌﾞﾛｯｸ

第65回スポーツフェスタ福岡県民スポーツ大会
軟式野球競技北九州地区大会《県予選》

4/17(日) 的場池･本城･若松･都島･桃園 的場池･本城･若松
8チーム

北九州支部

第76回北九州市軟式野球選手権(一部)大会 9/10(土)･11(日)･17(土) 予18(日)
8/7(日) 的場池･若松･門司

第15回北九州市軟式野球連盟会長旗(一部)大会 10/29(土)･30(日)･11/3(木) 予5(土)
9/25(日) 的場池･本城･若松･都島

第45回西日本軟式野球(一部)北九州地区大会 Ｒ5． Ｒ5．3/4(土)･5(日)･11(土) 予12(日)

《西日本大会予選》 2/5(日) 的場池･本城･若松･門司

第44回西日本軟式野球(二部)北九州地区大会 3/13(日)･19(土)･20(日)･21(月)･26(土) 予27(日) 4/2(土) 4/9(土)･10(日) 予16(土) 東福岡ﾌﾞﾛｯｸ 未定 6/10(土)～13(月)

《西日本大会予選》 2/13(日) 的場池･本城･若松 宗像支部

高松宮賜杯第66回軟式野球(二部)北九州地区大会 4/24(日)･29(金)･30(土)･5/1(日)･3(火) 予4(水) 6/18(土) 6/25(土)･26(日) 予(未定) 筑豊ﾌﾞﾛｯｸ 7/16(土) 7/30(土) 予31(日) 未定 9/10(金)～12(月)

《全国大会予選》 3/27(日) 的場池･本城･若松･門司･都島 嘉飯支部

第56回福岡県軟式野球選手権(二部)北九州地区大会 6/18(土)･19(日)･25(土)･26(日)･7/2(土) 予3(日) 10/8(土) 10/15(土)･16(日) 予22(土) 京築ﾌﾞﾛｯｸ

《県大会予選》 5/14(土) 本城･門司･大谷･桃園･三萩野 行橋支部

第76回北九州市軟式野球選手権(二部)大会 9/17(土)･18(日)･19(月)･23(金)･24(土) 予25(日)
8/21(日) 若松･門司･都島･大谷

第15回北九州市軟式野球連盟会長杯(二部)大会 11/5(土)･6(日)･19(土)･20(日)･23(水) 予26(土)
10/2(日) 的場池･本城･若松･門司･都島

第45回西日本軟式野球(二部)北九州地区大会 Ｒ5． Ｒ5．3/12(日)･18(土)･19(日)･21(火)･25(土) 予26(日)

《西日本大会予選》 2/12(日) 的場池･本城･若松･門司･都島･大谷･桃園･三萩野

◆審判講習会◆ 2/5(土)･6(日)･12(土) 予13(日)　的場池

令和4年度北九州市軟式野球連盟総合開会式 2/20(日)　的場池

第60回北九州市民体育祭軟式野球大会 10/8(土)･9(日)･10(月)･15(土)･16(日)･22(土) 予23(日)

～北九州主催～ 9/4(日) 的場池･本城･若松･門司･都島･大谷

ソーダ杯第1回産業別大会（仮名称） 10/29(土)･30(日)

門司･大谷

第14回北九州市長杯争奪軟式野球大会 ﾏﾙｴｽ

第32回関旗争奪軟式野球選手権大会 ﾏﾙｴｽ

◆審判講習会◆ R5．2/4(土)･5(日)･11(土) 予12(日)　的場池

令和5年度北九州市軟式野球連盟総合開会式 2/19(日)　的場池
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令和4年度(2022年度) 全日本軟式野球福岡県連盟北九州支部(北九州市軟式野球連盟) 年間大会開催予定一覧表(案) ※ 大会日程･使用球場は、参加チーム数・天候等で変更する場合があります。

大　　会　　名 北九州支部大会 福岡県大会 九州大会 全国大会・西日本大会



使用球 申込〆切日 期　　日 申込〆切日 期　日 主管ﾌﾞﾛｯｸ 申込〆切日 期　日 申込〆切日 期　日

抽　選　日 使用球場 抽　選　日 備　考 開催地 抽　選　日 備　考 抽　選　日 備　考

第29回九州成年選抜福岡県大会 3/26(土) 4/2(土)･3(日) 予9(土) 北筑後ﾌﾞﾛｯｸ 9/24(土) 10/8(土)･9(日)

(成年:40歳以上)《九州大会予選》 八女支部

第5回全日本シニア福岡県大会(ドゥクラッセトーナメント) 4/9(土) 4/16(土) 予17(日) 東福岡ﾌﾞﾛｯｸ 未定 5/27(土)～30(月)

(実年:50歳以上)《全国大会予選》 宗像支部

日本スポーツマスターズ2022軟式野球競技会 4/30(土) 5/7(土)･8(日) 予14(土) 筑豊ﾌﾞﾛｯｸ 7/2(土) 716/(土)･17(日) 未定 9/23(金)～26(月)

(成年)《第17回九州大会･全国大会予選》 田川支部

第17回福岡県還暦軟式野球春季大会 5/15(日) 5/22(日)･28(土) 筑豊ﾌﾞﾛｯｸ

(還暦:60歳以上) 直鞍支部

第16回九州還暦軟式野球予選大会 9/10(土) 9/17(土)･18(日) 予25(日) 筑豊ﾌﾞﾛｯｸ 11/5(土) 11/19(土)･20(日)

(還暦) 嘉飯支部

第17回福岡県還暦軟式野球秋季大会 10/1(土) 10/8(土)･9(日)･10(月) 予15(土) 北筑後ﾌﾞﾛｯｸ

(還暦) 浮羽支部

第21回九州実年軟式野球大会 4/30(土) 10/10(月) 予(未定) 福岡ﾌﾞﾛｯｸ 10/22(土) 11/5(土)･6(日) 長崎県

(実年)《九州大会予選》 春日支部 (佐世保)

第21回ねんりんピック福岡県大会 10/ 11/3(木)･5(土) 予6(日) 北九州ﾌﾞﾛｯｸ

(還暦) 的場池･本城･若松･門司 北九州支部

使用球 申込〆切日 期　　日 申込〆切日 期　日 主管ﾌﾞﾛｯｸ 申込〆切日 期　日 申込〆切日 期　日

抽　選　日 使用球場 抽　選　日 備　考 開催地 抽　選　日 備　考 抽　選　日 備　考

◆審判講習会◆ R4．1/29(土)･30(日)　的場池

第43回北九州市中学校軟式野球選手権大会
各中学校グラウンド･

第13回全日本少年春季軟式野球大会《全国大会》 未定 3/21(金)～25(月)

★花尾中学校出場

西日本ｼﾃｨ銀行杯第39回全日本少年軟式野球北九州地区大会 4/9(土)･10(日)･16(土)･17(日)･23(土)･24(日) 予29(木) 5/28(土) 6/4(土)･5(日)･11(土) 予12(日) 筑豊ﾌﾞﾛｯｸ 6/18(土) 7/2(土)･3(日) 未定 8/21(月)～25(木)

《第39回全日本少年軟式野球大会/全国大会予選》 3/6(日) 市民･本城･若松･門司･都島･大谷･桃園 16チーム 田川支部 7チーム(沖縄別枠)

第75回北九州市中学校軟式野球大会(市内大会) 7/9(土)･10(日)･16(土) 予17(日) 未定 8/3(水)～6(土) 未定 8/18(金)～22(火)

《第44回全国中学校軟式野球大会/中体連全国大会予選》 的場池･本城･若松･門司･桃園 16チーム

第14回全日本少年春季軟式野球北九州地区大会《全国大会予選》 8/19(金)･20(土)･21(日)･27(土)･28(日)･9/3(土) 10/8(土) 10/15(土)･16(日)･22(土) 予23(日) 福岡ﾌﾞﾛｯｸ 10/29(土) 11/12(土)･13(日) 未定 R5．3/未定

兼第18回福岡県少年秋季軟式野球北九州地区大会 7/17(日) 予22(月)･9/4(日) 的場池･本城･若松･門司･都島･大谷･桃園 16チーム (未定)支部 8チーム　　★県大会準優勝校出場 ★県大会優勝校出場

第39回北九州市中学校新人軟式野球大会(市内大会) 10/8(土)･9(日) 予10(月) 11/19(土) 11/26(土)･27(日)･12/3(土) 予4(日) 北九州ﾌﾞﾛｯｸ

《福岡県中学校新人軟式野球福岡県大会予選》 都島･桃園･三萩野 市民･的場池･本城･若松･大谷 北九州支部

第7回全日本中学女子軟式野球大会 未定 8/18(木)～24(水)

第4回ろうきん杯九州女子中学生軟式野球大会 未定 11/12(土)･13(日)

◆審判講習会◆ R5．1/28(土)･29(日)　的場池
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令和4年度(2022年度) 全日本軟式野球福岡県連盟北九州支部(北九州市軟式野球連盟) 年間大会開催予定一覧表(案) ※ 大会日程･使用球場は、参加チーム数・天候等で変更する場合があります。

大　　会　　名 北九州支部大会 福岡県大会 九州大会 全国大会・西日本大会
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ﾏﾙｴｽ
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大　　会　　名 北九州支部大会 福岡県大会 九州大会 全国大会・西日本大会

ﾏﾙｴｽ 埼玉県

内外 福岡県 岩手県

社会人の部：成年･実年･還暦 開催地 開催地

ｹﾝｺｰ 福岡県

令和4年度(2022年度) 全日本軟式野球福岡県連盟北九州支部(北九州市軟式野球連盟) 年間大会開催予定一覧表(案) ※ 大会日程･使用球場は、参加チーム数・天候等で変更する場合があります。
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京都府



使用球 申込〆切日 期　　日 申込〆切日 期　日 主管ﾌﾞﾛｯｸ 申込〆切日 期　日 申込〆切日 期　日

抽　選　日 使用球場 抽　選　日 備　考 開催地 抽　選　日 備　考 抽　選　日 備　考

◆審判講習会◆ R4．1/15(土)･16(日) 予22(土)　的場池

2/20(日)　的場池

ＮＰＢガールズトーナメント2022全日本女子学童軟式野球大会 未定 7/29(金)～8/4(木)

筑後川旗第39回西日本学童軟式野球大会 未定 7/29(金)～8/5(金) 福岡県

久留米市

福岡ﾄﾖﾀ杯第6回･第17回毎日新聞社旗争奪学童軟式野球大会 3/19(土)･20(日)･21(月) 予26(土) 4/23(土) 5/3(火)･4(水)･5(木)･7(土)･8(日) 久留米ﾌﾞﾛｯｸ 未定 7/24(木)～26(月)

《第27回高野山旗全国学童軟式野球大会/全国大会予選》 的場池･若松･大谷･桃園･高炉台･曽根臨海 64チーム 久留米支部

《阿波おどりカップ全国学童軟式野球大会2022》 未定 7/30(金)～8/3(火)

《第29回西日本学童軟式野球大会》 未定 8/21(金)～23()

高円宮賜杯第42回全日本学童軟式野球北九州地区大会 4/2(土)･3(日)･9(土) 予10(日) 5/28(土)･29(日)･6/4(土)･5(日) 予11(土) 北九州ﾌﾞﾛｯｸ 未定 8/8(月)～14(日)

マクドナルドトーナメント《全国大会予選》 的場池･若松･都島･大谷･桃園･高炉台･曽根臨海 的場池･本城･若松･門司･都島･大谷 北九州支部

《第34回しまなみ学童軟式野球大会》 未定 8/16(月)～22(日)

《第35回九州学童大会》 7/16(土) 7/30(土)･31(日)

16チーム

福岡県学童軟式野球2022大会 6/4(土) 6/11(土)･12(日)･18(土)･19(日) 久留米ﾌﾞﾛｯｸ 8/6(土) 8/20(土)～22(月) 福岡県

《第11回全九州学童軟式野球大会》JA共済 32チーム 久留米支部 各県2チーム (未定)支部

ひびしんｶｯﾌﾟ第44回北九州市ｽﾎﾟｰﾂ少年団春季軟式野球交流大会 4/23(土)･24(日)･29(金) 予30(土) 6/18(土) 6/25(土)･26(日)･7/2(土) 予9(土) 京築ﾌﾞﾛｯｸ 8/12(金) 8/26(金)～28(日) 未定 8/4(木)～7(日)

《第44回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団軟式野球交流大会/全国大会予選》 的場池･本城･門司･都島･大谷･桃園･高炉台･曽根臨海 16チーム 苅田支部 監督会議(未定)

第30回九州選抜学童軟式野球大会 7チーム推薦 未定 8/13(土)･14(日)･15(月) 予16(火) 北九州ﾌﾞﾛｯｸ

的場池･若松･門司･都島･高炉台 北九州支部

福永杯争奪第18回学童軟式野球大会 5/3(火)･4(水)･5(木) 予7(土)

第12回北九州市ｽﾎﾟｰﾂ少年団春季ｼﾞｭﾆｱ軟式野球交流大会 的場池･本城･若松･門司･都島･高炉台

キャッチボールクラシックin北九州予選(主催:日本ﾌﾟﾛ野球選手会) ﾏﾙｴｽ 5/8(日)　本城

柴田春雄杯第18回福岡県学童低学年軟式野球北九州地区大会 6/18(土)･19(日) 未定 10/2(日)･9(日)･10(月)･16(日)･23(日) 福岡ﾌﾞﾛｯｸ

《県大会予選》(4年生以下) 高炉台･中ノ谷･金剛 64チーム　　　　　　 　　    予30(日) 福岡支部

第12回JA北九州旗争奪少年軟式野球大会 7/10(日)･16(土)･17(日)･18(月) 予23(土)
的場池･本城･若松･門司･都島･大谷･高炉台･中ノ谷･金剛･曽根

第49回北九州市長杯学童軟式野球大会 7/30(土)･31(日)･8/1(月) 予2(火) 10/8(土) 10/15(土)･16(日)･22(土) 予23(日) 北筑後ﾌﾞﾛｯｸ

《マクドナルドカップ第20回県学童秋季大会》 市民･的場池･本城･若松･門司･都島･大谷･高炉台 16チーム 八女支部

《王貞治杯第20回九州学童軟式野球大会》 11/12(土) 11/26(土)･27(日)

8チーム

第40回連盟会長杯学童軟式野球大会 8/6(土)･7(日)･8(月) 予9(火)

的場池･本城･若松･門司･都島･高炉台

第12回西部ガス北九州支社旗争奪学童軟式野球大会 9/17(土)･18(日)･19(月) 予23(金) 11/12(土) 11/19(土)･20(日)･23(月) 予26(土) 筑豊ﾌﾞﾛｯｸ

《第4回福岡県学童新人軟式野球大会選考会》(５年生以下) 的場池･本城･大谷･桃園･高炉台･中ノ谷･金剛･曽根臨海 16チーム 嘉飯支部

第60回北九州市民体育祭学童軟式野球大会 10/1(土)･2(日)･8(土) 予9(日)

～北九州市主催～ 的場池･本城･若松･門司･都島･高炉台

令和4年度北九州市スポーツ少年団秋季学童軟式野球大会 10/22(土)･23(日)･29(土) 予30(日)

的場池･本城･若松･門司･都島･大谷･高炉台

第4回ろうきん杯九州女子少学生軟式野球大会 未定 11/12(土)･13(日)

第7回デサキ杯争奪学童軟式野球大会 11/27(日)･12/3(土)･4(日) 予10(土)

的場池･本城･若松･門司･都島･大谷･高炉台

北九州ガールズ学童軟式野球大会 11/18(日)

本城

北九州選抜学童軟式野球大会 11/24(土)･25(日)

曽根臨海

◆審判講習会◆ R5．1/8(日)･9(月) 予14(土)　的場池

第9回北九州市軟式野球連盟学童駅伝大会 1/15(日)　若松ひびきコスモス公園グラウンド

2/19(日)　的場池

福岡ﾄﾖﾀ杯第7回･第18回毎日新聞社旗争奪学童軟式野球大会 3/18(土)･19(日)･21(火) 予25(土)

《第28回高野山旗全国学童軟式野球大会/全国大会予選》 的場池･本城･門司･都島･大谷･高炉台・曽根臨海

高円宮賜杯第43回全日本学童軟式野球北九州地区大会 4/1(土)･2(日)･8(土) 予9(土)

マクドナルドトーナメント《全国大会予選》
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ﾏﾙｴｽ 優　勝チーム　　　 鹿児島県
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ﾏﾙｴｽ

ﾏﾙｴｽ 鹿児島県 奈良県

ﾏﾙｴｽ

ﾏﾙｴｽ

開催地 開催地

ｹﾝｺｰ 準優勝チーム 愛媛県

ﾏﾙｴｽ

大分県

第3位2チーム 大阪府

ﾏﾙｴｽ 優　勝チーム 東京都

令和4年度(2022年度) 全日本軟式野球福岡県連盟北九州支部(北九州市軟式野球連盟) 年間大会開催予定一覧表(案) ※ 大会日程･使用球場は、参加チーム数・天候等で変更する場合があります。

令和5年度北九州市軟式野球連盟総合開会式

石川県

ﾏﾙｴｽ

ﾏﾙｴｽ

大分県

令和4年度北九州市軟式野球連盟総合開会式

ﾏﾙｴｽ

ﾏﾙｴｽ 優　勝チーム 和歌山県

準優勝チーム 徳島県

大　　会　　名 北九州支部大会 福岡県大会 九州大会 全国大会・西日本大会

学　童　の　部

第3位2チーム








