
抽選会

地区予選  県 大 会 監督会議 種別 推薦 予選 計
（県大会）

3チームリーグ・決勝トーナメント
2位トーナメント、3位交流試合

4.21（日）
平成31年度岩手県ジョイフルスローピッチソフトボール春季大会
【対抗】

県 北 石鳥谷ふれあい運動公園 - 4.15（月） 抽・監：4.21（日）
男子
女子
混成

(8)
(4)
(4)

第39回岩手県クラブ男女ソフトボール大会兼 クラブ男子 （6） クラブ 全国大会出場資格を有 クラブ、実業団1位に東北大会出場権を与える。
第40回全日本クラブ男女選手権大会岩手県予選会 クラブ女子 （4） する編成であること 試合球＝革
第40回岩手県実業団男女ソフトボール大会　兼 実業団男子 （2） 実業団 （フリー参加）
第59回全日本実業団男女ソフトボール選手権大会岩手県予選会 実業団女子 （2）
第20回岩手県大学男女ソフトボール大会 大学女子 （2） 大学

3チームリーグ・決勝トーナメント
2位トーナメント、3位交流試合

第41回岩手県壮年ソフトボール大会　兼 壮年 壮年
第34回全日本壮年ソフトボール大会岩手県予選会
日本マスターズ2019女子ソフトボール競技岩手県予選会 エルダー (6) エルダー
第55回岩手県教員ソフトボール大会　兼 教員 （2） 教員
第65回全日本教員ソフトボール大会岩手県予選会

6.8（土）～9（日） 第74回国民体育大会ソフトボール競技国体選手最終選考大会 県 央 石鳥谷ふれあい運動公園
第57回岩手県総合男子ソフトボール選手権大会　兼 男子 （8） 実業団、クラブ 全国大会出場資格を有 1位に東北大会出場権を与える
第65回全日本総合男子ソフトボール選手権会岩手県予選会 大学 する編成であること 試合球＝革
第53回岩手県総合女子ソフトボール選手権大会　兼 女子 （2） （フリー参加）
第71回全日本総合女子ソフトボール選手権大会岩手県予選会
第33回岩手県小学生男女ソフトボール大会　兼 抽：6.1（土） 男子 4 1位に全国大会出場権を与える
第33回全日本小学生男女ソフトボール大会岩手県予選会【対抗】 監：6.8（土） 女子 16 登録チームであること
日本マスターズ2019男子ソフトボール競技岩手県予選会 大会出場資格を有する マスターズ、ハイシニア1位に全国大会出場権
第11回岩手県ハイシニアソフトボール大会兼 壮年 （8） 壮年 編成であること。 を与える。
第14回全日本ハイシニアソフトボール大会岩手県予選会 ハイシニア （10） ハイシニア （フリー参加）

(12) レディース 全国大会出場資格を有 １位に全国大会出場権を与える。
2019全日本レディースソフトボール大会岩手県予選会 する編成であること

（ﾌﾘｰ参加）
第16回岩手県一般男子ソフトボール大会　兼
第16回全日本一般男子ソフトボール大会岩手県予選会【対抗】
第28回岩手実年ソフトボール大会　兼 実年 実年大会1位に全国大会出場権を与える。
第28回全日本実年ソフトボール大会岩手県予選会 2位に東日本大会出場権を与える。

男子　Ａ (10) 年齢制限なし 県体要項による編成であ （国体予選とはしない）
      Ｃ (8) 50歳以上 ること 県協会独自の市町村対抗とする。

女子　Ｂ (8) 30歳以上 参加チームは審判員・記録員
　　　Ｃ (4) 50歳以上 市町村１チームとする 各1名を帯同する。

男子　Ｂ (8) 40歳以上 県体要項による編成であ （国体予選とはしない）
　　　Ｄ (10) 59歳以上 ること 県協会独自の市町村対抗とする。
　　　Ｅ (4) 67歳以上 参加チームは審判員・記録員

女子　Ａ （１０) 年齢制限なし 市町村１チームとする 各1名を帯同する。
第32回岩手県シニアソフトボール大会　兼 (14) シニア 全国大会出場資格を有 1位に全国大会出場権を与える。
第33回全日本シニアソフトボール大会岩手県予選会 する編成であること シニアの選手登録は25名以内とする

1位に全国大会出場権を与える。

男子 (4) 県スポーツ少年団本部に（フリー参加） １位に東北大会出場権を与える。主競技を

女子 (16) 登録している少年団 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙとしている多種目少年団含む
8.24（土）～25（日） いわてねんりんピック2019ソフトボール競技 県 央 石鳥谷ふれあい運動公園 いわてねんりんピック要項による。

実年 (6) 実年 ｼﾆｱ、ｴﾙﾀﾞｰに全国大会出場権を与える。
シニア (6) シニア,ハイシニア （フリー参加）

レディース (6) ﾚﾃﾞｨｰｽ、ｴﾙﾀﾞｰ
混成 (3)

第12回岩手県小学生男女ソフトボール新人大会 兼 小学男子 (2) 小学生（同一校に限 1位に全国大会出場権を与える

第13回春季全日本小学生男女ソフトボール大会岩手県予選会 小学女子 (16) らない） 登録チームであること
（東日本・東北大会）
5.25（土）～26（日） 第10回東北ジョイフルスローピッチソフトボール大会 実行委員会 八幡平市松尾総合運動公園

6.15（土）～16（日）
第45回東北高等学校男子、第50回東北高等学校女子ソフトボー
ル選手権大会

実行委員会 石鳥谷ふれあい運動公園

7.20（土）～21（日） 第65回東北総合男子ソフトボール選手権大会 実行委員会 石鳥谷ふれあい運動公園
8.10（土）～12日（月） 第34回東日本大学男子ソフトボール選手権大会 実行委員会 石鳥谷ふれあい運動公園
9.21（土）～22（日） 第18回内田清杯東北小学生男子・女子ソフトボール大会 実行委員会 東山多目的運動場 開催要項による。
（全国大会）
9.7（土）～9（月） 第34回全日本壮年ソフトボール大会 実行委員会 石鳥谷ふれあい運動公園
10.12（土）～13（日） 日本女子ソフトボールリーグ１部（第9節）一関大会 実行委員会 一関運動公園野球場 開催要項による。

第66回岩手県中学校総合体育大会ソフトボール競技会　兼
第41回全国中学校女子ソフトボール選手権大会岩手県予選会

10.19（土）～20（日） 第38回岩手県中学校新人ソフトボール大会
第71回岩手県高等学校総合体育大会ソフトボール競技会　兼
第54回全国高等学校男子、第68回全日本高等学校女子ソフト
ボール選手権大会岩手県予選会
第44回東北高等学校ソフトボール選手権大会岩手県予選会
第66回岩手県高等学校新人ソフトボール大会

4.27　(土)～28(日) 2019北海道･東北地区大学春季ソフトボール大会（男子） 県 南 一関市運動公園ソフトボール場
10.5（土）～6(日） 2019北海道･東北地区大学秋季ソフトボール大会（男子） 県 北 松尾総合運動公園多目的運動場
3.23　(土)～25(月) 東北北海道公立高校大会 県 南 川崎運動広場
11.9（土）～10(日） 東北中学校新人大会 県 南 川崎運動広場

開催要項による。

開催要項による。

高等学校 地区予選を経て出場する

開催要項による。

2 14 16

抽：10.26（土）督：
11.2（土）

開催要項による。

女子

9.2(月) 抽・監：9.14（土）

抽・監：9.14（土）

開催要項による。

開催要項による。

中総体要項による。

高総体要項による。

開催要項による。

開催要項による。
開催要項による。

開催要項による。

開催要項による。

第33回岩手県中学校選抜ソフトボール大会

-県 南5.25（土）～26（日）

石鳥谷ふれあい運動公園

川崎運動広場

県民体要項による

-

7.22（月）

9.2(月)

石鳥谷ふれあい運動公園

金ケ崎町民運動場ほか

石鳥谷ふれあい運動公園

石鳥谷ふれあい運動公園

一関市

川崎運動広場

渋民運動公園

石鳥谷ふれあい運動公園

東山多目的運動場

4.28（日）～29（月）

月　　　日

-
県 北 ・ 県 央
中 部 ・ 県 南

県 央

抽・監：4.13（土）

　　　　　　大　　　　　　　　会　　　　　　　　名

石鳥谷ふれあい運動公園4.20（土）～21（日）

4.15（月） 12

12

抽：4.13（土）
監：4.20（土）

参加チーム数（予定）
会　　　　場

石鳥谷ふれあい運動公園

女子石鳥谷ふれあい運動公園

県ソ協　登録種別等地　区
参加申込期限

高等学校女子

中学校12抽・監：4.27（土）

     平成31年度　大会日程

-

12

4.8（月）

中学生

抽：7.13（土）
監：7.20（土）

シニア

県民体要項による

監督会議
　  7.20（土）

(12)

無登録 出場できない。
(フリー参加）

日ソ登録チーム・選手は

抽：7.27（土）
監：7.27（土）

（フリー参加）

備　　　　　　考

県協会が推薦するチーム

県協会が推薦するチーム

参加資格・参加制限等

抽：6.15（土）
監：6:22（土）

4.5（金）

6.10（月）
抽：6.15（土）
監：6.22（土）

県 北 ・ 県 央
中 部 ・ 県 南

金ケ崎町民運動場ほか

-

抽：5.18（土）
監：5.25（土）

5.27（月）

千厩多目的グランド

雫石町営鶯宿グラウンド

石鳥谷ふれあい運動公園
抽：6.1（土）
監：6.8（土）

抽：6.8（土）
監：6:15（土）

-

5.13（月）

4.13（土）～14（日） 第51回岩手県高等学校選抜ソフトボール大会

-

抽・代：7.27（土）
監8.3（土）

県 央

6.10（月）

-

-

選抜要項による

県 北

県 南

県北・県央
中部・県南

県 南

6.8（土）～9（日）

9.14（土）～15日（日）

7.27（土）～28（日）

6.22（土）～23（日） 中 部

県 南

6.29（土）～30（日）

県 北

9.14（土）～15日（日）

6.22（土）～23（日）

県
協
会

11.2（土）・3(日）

8.3（土）～4（日）

7.6（土）～7（日）

第71回岩手県民体育大会ソフトボール競技（前期）
【対抗】

7.20（土）～21（日）

大

学

中

体

連

花 巻

県北・県央
中部・県南

県 央

県 南

第71回岩手県民体育大会ソフトボール競技（後期）
【対抗】

第12回岩手県高校女子ソフトボール大会
【対抗】

県民スポレク祭
平成31年度岩手県ｼﾞｮｲﾌﾙ・ｽﾛｰﾋﾟｯﾁソフトボール大会　兼　第16
回全国ｼﾞｮｲﾌﾙｽﾛｰﾋﾟｯﾁｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会岩手県予選会【対抗】

中 部

第19回全日本中学生男女ソフトボール大会岩手県予選会

7.20（土）～21（日）

7.13（土）～14（日）

そ

の

他

中 部10.5（土）～7（月）

高
体
連

6.1（土）～3（月） 花 巻

金ケ崎町民運動場ほか

石鳥谷ふれあい運動公園

一般男子（6）

同一校に限らない6.8（土）～9（日）

6.15(土)～16(日）

第16回岩手県男女混合ソフトボール大会【対抗】

第48回岩手県スポーツ少年団ソフトボール大会

県北・県央
中部・県南

- 5.27(月）

（8） 実年

6.3（月）

レディース

一般男子

7.8（月）

10.21（月）-

-

-

7.15（月）-

6.17（月） 7.22（月）

(10)

一般男子1位に全国大会出場権を与える。

壮年1位・2位、ﾏｽﾀｰｽﾞ1位に全国大会出場権を与
える。壮年大会は3位決定戦を行う。

教員1位に東北大会出場権を与える。

（8）

（フリー参加）

(フリー参加）

(フリー参加）

中総体とは切り離す。参加資格：中総体に出場し
たチームで参加を希望するチーム又はクラブチー


