
和 歌 山 県 大 会 近 畿 大 会 全 国 大 会
日 大会名 会場 日 大会名 会場 日 大会名 会場

12 定期総会 かつらぎ町総合文化会館 18～21 高校選抜男子（代表箕島高） 北九州市
19(26) 第17回全国障害者スポーツ大会県予選 粉河運動場（2面） 18～21 高校選抜女子（代表笠田高） 兵庫県加古川市

（ソフトボール・フットベースボール） 25～27 都道府県対抗全日本中学生男子大会 新見市/2/15
25～27 都道府県対抗全日本中学生女子大会 三鷹市/2/16
25～27 春季小学生男子大会 掛川市/2/16
26～28 春季小学生女子大会 小田原市/2/10

2（9） 第26回実年大会　兼　中ブロック県予選 橋本南馬場（1面）
9 第1回オープン大会 粉河運動場（４面）

（一般・壮年・シニア・女性）
予選なし 第38回クラブ男子県予選 なし

21 第56回中学校選手権抽選会 明和中
29～30 第56回中学校選手権 明和中

5/3(5/4) 同上 同上

3～4（5） 高校春季　兼　近畿予選 粉河高校 3～4 第6回福井県選手強化親善試合 福井県越前市
7 指導者対象講習会 河西緩衝緑地 14(21) 第38回クラブ女子近畿予選 兵庫県姫路市

14（21） 第14回一般男子県予選 橋本南馬場 21(28) 第63回教員大会近畿予選 滋賀県湖南市
同上 第19回近畿シニア県予選 同上（計1～2面） 21(28) 第57回實業団男子近畿予選 奈良県広陵町

21（6/11） 第63回全日本総合男子県予選 河西緩衝緑地 28（6/4） 第38回クラブ男子近畿予選 粉河運動場（2面）

3～4（5） 高校総体　兼　近畿予選 粉河運動場 10（11） 高校総体男子近畿予選 京都府
3（4） 中学校三県　県予選 高野口中

11（18） 第32回壮年　兼　第17回マスターズ　県予選 橋本南馬場
同上 第31回シニア県予選 同上（計2面）

（予備11） 第63回全日本総合男子県予選 同上
25（7/2） 第３０回ねんりんピック県予選 橋本南馬場

同上 第13回近畿一般男子県予選 同上（計1面）
未定 ねんりんピック紀の川市実行委設立総会 紀の川市
1（2） 第17回中学生女子県予選 未定 1-2(8-9) 第32回近畿小学生男子 滋賀県草津市 22～24 第38回クラブ女子 (6/12) 群馬県高崎市

9（16） 第32回近畿壮年県予選 御坊藤田グランド 1-2(8-9) 第32回近畿小学生女子 滋賀県草津市 28～30 第57回実業団女子 (6/19) 山口県山口市
同上 第12回ハイシニア県予選 同上（計1～2面） 1～2（15） 第70回全日本総合女子近畿予選 京都府宇治市 29～31 第57回実業団男子　（6/12) 茨城県下妻市

25～26（27） 第39回全国中学校総体県予選 明恵の里 15-16(17) 第63回全日本総合男子近畿予選 大阪府岬町 29～31 第38回クラブ男子　（６/１９締切） 福岡県北九州市
15-16(17) 第39回近畿レディース 滋賀県高島市 29～31 第63回教員　　（6/19) 新潟県三条市
15-17(18) 第60回近畿高校男子 大阪府堺市 29～8/1 第31回小学生男子  (6/19) 三重県熊野市
15-17(18) 第60回近畿高校女子 大阪府堺市 29～8/1 第31回小学生女子  (6/19) 千葉県浦安市
22-23(30) 第29回近畿シニア 奈良県広陵町 30～8/2 第69回高校総体女子 山形県長井市他

未定 中学校三県大会 奈良県 5～8 第52回高校総体男子 山形県南陽市
5～6（7） 第65回近畿中学校 京都府舞鶴市 12～14 第17回中学生男子　(8/1) 大阪市

未定 第50回高校三県大会 未定 12～14 第17回中学生女子  (8/1) 大阪市
19～21 第72回国体近畿ブロック予選 兵庫県 18～20 第39回全国中学校男子 鹿児島県日置市

成年男子・少年男子 明石市 18～20 第39回全国中学校女子 鹿児島県日置市
成年女子・少年女子 加古郡

22～24 第22回近畿公立高校研修会 粉河運動場
19-20(26-27) 第16回近畿エルデスト 京都府亀岡市

10 病院大会和歌山市予選 せせらぎ 30～10/1 第26回近畿実年 大阪府貝塚市 2～4 第32回壮年　　（７/２１締切） 静岡県袋井市他
22～25 シニア古希和歌山大会 せせらぎ （10/7） 2～4 第52回大学男子 岡山県新見市

30～10/1 第１３回近畿一般男子 奈良県広陵町 2～4 第52回大学女子 東広島市・呉市
（10/8） 9～11 第14回一般男子　（７/２８締切） 長野県伊那市

9～11 第22回レディース　（7/31締切） 埼玉県鴻巣市他
10～12 第３０回ねんりんピック 秋田県由利本庄市
16～18 第63回全日本総合男子 （8/7) 青森県八戸市
16～18 第69回全日本総合女子　（8/7） 福井県敦賀市他
16～18 第31回シニア　　（8/7締切） 北海道石狩市
16～19 第17回スポーツマスターズ男子 兵庫県淡路市
16～19 第17回スポーツマスターズ女子 兵庫県淡路市
23～25 第26回実年　（８/１４締切） 滋賀県東近江市

1 第2回ナガセケンコー旗　オープン大会 粉河運動場（４面） 7～8（9） 第19回近畿エルダー 橋本南馬場（2面） 1～3 第72回国体 愛媛県大洲市他
8 同上（準決勝・決勝） 同上又は藤田グランド 7～8（21） 第32回近畿壮年 兵庫県尼崎市

21-22(29) 第7回近畿ハイシニア 奈良県広陵町 7～9 第12回ハイシニア　（8/25締切） 岩手県花巻市
14～16 第16回エルディスト　（9/4締切） 香川県丸亀市

未定 ミニソフトボール 未定 28～29 中ブロック実年大会 伊豆市天城ドーム
28～29 中ブロックエルダー大会 同上

3～4（5） 高校新人大会 田辺市神島台
11～12（18） 中学校新人大会 紀之川中

未定 理事会 未定

3 臨時総会（役員改正） 未定

13～14 近畿理事会＆研修 和歌山県みなべ町

審判員・記録員　中央研修会
17～18 審判員・記録員　近畿＆県研修会和歌山県田辺市 17～18 審判員・記録員　近畿研修会 和歌山県田辺市

17～20 高校選抜男子 高知県高知市
11 定期総会 未定 17～20 高校選抜女子 岐阜県揖斐川町

25～27 都道府県対抗全日本中学生男子大会 岡山県新見市2/15
25～27 都道府県対抗全日本中学生女子大会 大阪市2/16
25～27 春季小学生男子大会（2/16締切） 宮崎市
25～27 春季小学生女子大会（2/10締切） 広島県尾道市
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