
（2022.11.14　更新）

大　　会　　名 最終日 優　勝 準 優 勝 第３位(ベスト4) 福岡県大会ほか上部大会

第45回九連会長杯軟式野球大会 2/26:土 北九州サニクリーン 西部ガス北九州
県大会優勝：北九州サニクリーン
　　準優勝：西部ガス北九州　2チームが九州大会へ

第75回北九州選手権(都市対抗県予選) 8/6:土 (決勝戦：黒崎播磨株式会社・北九州サニクリーン)

第77回国民体育大会北九州地区大会 4/23:土 株式会社セントラルユニ 黒崎播磨株式会社
県大会推薦：北九州サニクリーン・西部ガス北九州
ブロック代表：株式会社セントラルユニ

第77回国民体育大会福岡県大会 5/23:月 福岡サニクリーン 福岡トヨタ自動車(株)
北九州サニクリーン：１回戦
西部ガス北九州：準決勝
株式会社セントラルユニ：ベスト8

天皇賜杯第７７回大会 6/18:土 黒崎播磨株式会社 株式会社セントラルユニ
県大会推薦：西部ガス北九州・北九州サニクリーン
ブロック代表：黒崎播磨株式会社

県連会長杯第24回選手権大会(久留米) 9/21:水 北九州サニクリーン 株式会社セントラルユニ
9チーム出場
西部ガス北九州：ベスト4　黒崎播磨株式会社：ベスト8

第12回九州都市対抗軟式野球県大会 9/24:土
木原商店BABERUTH
(筑豊)

八女市役所(北筑後)
北九州サニクリーン：1回戦 3-4 八女市役所
黒崎播磨株式会社：1回戦 0-1 木原商店

第60回北九州市民スポーツ大会(Ａ級) 10/15:土 黒崎播磨株式会社 西部ガス北九州

第12回九州都市対抗軟式野球大会 11/14:月
医療法人ひらまつ病院
(佐賀県)

鹿児島トランスポート
(鹿児島)

第44回西日本大会(一部) 3/12:土 福岡ひびき信用金庫 北九州市役所 県大会　福岡ひびき信用金庫：1回戦

高松宮賜杯第66回軟式野球大会(一部) 4/17:日 北九州市役所 福岡ひびき信用金庫 県大会　北九州市役所：1回戦

第64回県選手権(第65回県民大会) 5/14:土 九電グループ北九州 ＮＳＲ

第６５回スポーツフェスタ福岡県民大会
（県選手権(一部)福岡県大会）

8/28:日 RED BLUE(東福岡)
ｼﾞｰｴﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社
(福岡)

九電グループ北九州：1回戦 3-4 RED BLUE

第76回北九州選手権大会(一部) 9/17:土 福岡ひびき信用金庫 日揮触媒化成

第60回北九州市民スポーツ大会(一部) 10/15:土 九電グループ北九州 北九州市役所

第14回北九州市軟式野球連盟会長旗(一部) 10/30:日 福岡ひびき信用金庫 日揮触媒化成

第44回西日本大会(二部) 3/27:日 ＭＢクラブ 県大会　MBクラブ：2回戦

高松宮賜杯66回軟式野球大会(二部) 5/5:木 ＭＢクラブ スネークス 県大会　MBクラブ：

第56回県選手権大会(二部) ※決勝リーグ 7/23:土 福岡カープ ブラスト アステラス九州 県大会　福岡カープ：1回戦

第76回北九州選手権大会(二部) 10/30:日 小野建 アステラス九州

第60回北九州市民スポーツ大会(二部) 10/15:土 DENSO SHINING アステラス九州

第14回北九州市連盟会長旗(二部) 11/20:日

第29回九州成年選抜(成年) ４月 北九州支部は不参加(登録チーム無し)

第5回全日本シニア軟式野球(実年) ４月 北九州支部は不参加(登録チーム無し)

日本スポーツマスターズ202２(成年) ５月 北九州支部は不参加(登録チーム無し)

第17回県還暦軟式春季大会(還暦) ５/28:日 クラシック若松：１回戦

第16回九州還暦軟式野球大会(還暦) 10月

第21回全九州実年軟式野球大会(実年) 10月 北九州支部は不参加(登録チーム無し)

第17回福岡県還暦軟式秋季大会(還暦) 10/15:土 クラシック若松：

第21回ねんりんスポーツ・文化祭(還暦) 11/5:土 香春ｓｏｌブレーブ 宗像ベースボールクラブ

第43回北九州選手権(全軟連) 3/25:金 折尾愛真中学校 上津役中学校 飛幡中・永犬丸中 ベスト４が全日本少年のシード校となる

第39回全日本少年大会(西日本ｼﾃｨ杯) 4/24:日 上津役中学校 高須中学校 折尾愛真中・浅川中
折尾愛真中：県大会優勝(２連覇)：九州大会出場
高須中・浅川中：１回戦　上津役中：２回戦

第75回北九州市中学校大会 7/16:土 足立・富野中学校 木屋瀬中学校 吉田中学校

第14回全日本少年春季大会 9/4:日 木屋瀬中学校 高須中学校
上津役中・
広徳･菅生･横代中合同

ベスト４が全日本少年春季県大会出場

第14回全日本少年春季大会福岡県大会 10/30:日
久留米ベースボールクラブ
　　　　  ＧＯ ＡＨＥＡＤ

久留米フューチャー
　　　　　　　　スターズ

優　勝:全日本少年春季大会出場(静岡県 R5.3月開催予定)
準優勝:九州少年軟式野球大会出場(熊本県 11/12･13開催)

第39回中学校新人大会 8月

福岡トヨタ杯第６回北九州大会
第17回毎日新聞社争奪学童大会

３/27:日 千代ウイングス 大里東ベアーズ
吉田レグルス
守恒スラッガーズ

県大会：8チーム出場(清水・竜ヶ丘・中井・青山)

福岡トヨタ杯第６回福岡県大会(春季大会) 7/2:土 ﾎﾟﾙﾃﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ福岡 長尾ファイターズ
城少レッドスターズ
筑紫ビッキーズ

千代：4回戦　大里東：1回戦　吉田：1回戦　守恒：1回戦
清水：1回戦　竜ヶ丘：3回戦　中井：2回戦　青山：1回戦

高円宮第42回全日本学童マクドナルド･
トーナメント北九州地区大会

4/9:土 千代ウイングス 中井フェニックス
青山少年
清水スカイヤーズ

県大会：6チーム出場(吉田・竜ヶ丘)

高円宮第42回全日本学童マクドナルド･
トーナメント福岡県大会

7/2:土 ﾎﾟﾙﾃﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ福岡 古賀東エンゼルス
日吉山王
新宮ｼﾞｭﾆｱｵｰｼｬﾝｽﾞ

千代：2回戦　中井：1回戦　青山：1回戦　清水：1回戦
吉田：2回戦　竜ヶ丘：1回戦

福岡県学童軟式野球2022 6/19:日 光友ヴィクトリー ﾎﾟﾙﾃﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ福岡
宗像ｸﾗﾌﾞﾗｲｵﾝｽﾞ
姪北ﾌﾞﾗｯｸﾍﾞｲｽﾀｰｽﾞ

千代：2回戦　中井：1回戦　青山：3回戦　大里東：1回戦

阿波おどりカップ学童大会2022 8月 トヨタ杯県大会準優勝：長尾ファイターズが出場

第34回しまなみ学童大会 8月 高円宮賜杯県大会準優勝：古賀東エンゼルスが出場

第35回九州学童大会 8月
高円宮賜杯県大会３位：日吉山王・
　　　　　　　　　　　新宮ジュニアオーシャンズが出場

第27回高野山旗全国学童軟式野球大会 8月 トヨタ杯県大会優勝：ポルテベースボールクラブ福岡が出場

第29回西日本学童軟式野球大会 8月 トヨタ杯県大会３位：城少ﾚｯﾄﾞｽﾀｰｽﾞ・筑紫ﾋﾞｯｷｰｽﾞが出場

第11回全九州学童大会(各県２チーム) 8月
県学童優勝・準優勝：光友ヴィクトリー・
　　　　　　　　　　ポルテベースボールクラブ福岡が出場

ひびしんカップ
第44回スポーツ少年団春季交流大会

4/29:金 千代ウイングス 中井フェニックス 県大会：2チーム出場(千代・中井)

第44回(公財)福岡県スポーツ協会
スポーツ少年団交流福岡県大会

7/9:土 宗像クラブライオンズ 福岡ｼﾞｭﾆｱﾌｧﾙｺﾝｽﾞ
千代：2回戦
中井：準決勝　第３位

福永杯争奪第18回学童軟式野球大会
第12回スポーツ少年団春季ｼﾞｭﾆｱ大会

5/15:日 花房ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 木屋瀬バンブーズ

桜島旗争奪　第１回鹿児島県学童親善
招待野球大会

7/25:月
大龍ビッグドラゴンズ
(鹿児島)

三股ブルースカイ
(宮崎)

浅川ベアーズ・長尾クラブ・中井フェニックスが出場
（福岡県からは北九州勢を含め８チーム参加）

第49回北九州市長杯学童大会 8/1:月 千代ウイングス 中原ジャイアンツ

第40回連盟会長杯学童大会 8/8:月 守恒スラッガーズ 清水スカイヤーズ

第30回九州選抜学童大会(24チーム参加) 8/15:月
宇茂佐サンガーズ
(沖縄県)

青山少年
神埼球友クラブ(佐賀県)
熊本スピリッツ(熊本県)

千代：1回戦　中井：3回戦　守恒：1回戦　大里東：1回戦
吉田：2回戦　小倉中央：1回戦　竜ヶ丘：1回戦

ＪＡ共済福岡県学童軟式野球2022

第12回西部ガス旗争奪学童大会(Jr) 9/24:土 木屋瀬バンブーズ 中井フェニックス

第60回北九州市民スポーツ大会 10/9:日 千代ウイングス 清水スカイヤーズ

令和4年度スポーツ少年団秋季大会 11/3:木 木屋瀬バンブーズ 青葉ベースボールクラブ

マクドナルド第20回県学童秋季大会 10月

柴田春雄杯第18回低学年大会 10月

王貞治杯第20回大会(九州大会) 11月

デサキ杯第7回学童軟式野球大会 12月

筑後川旗・第39回西日本学童大会 不参加(8月)
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