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令和４年度行事予定表
一般社団法人岡山県ソフトボール協会

4 月 回数 行 事 申込期限 会 場 主 催 備 考

3/28（月） JD JDリーグ開幕戦 千葉県　千葉市 JD.LEAGUE

2（土）～3（日）
予備日 9（土）

62 全日本実業団選手権大会県予選会 3/15

美咲町中央運動公園
2日 野球場・多目的広場
3日 多目的
9日 未定

岡ソ協 岡山県代表2（中国大会へ）

2（土）～3（日）
予備日 9（土）

43 全日本クラブ選手権大会県予選会 3/15

美咲町中央運動公園
2日 野球場・多目的広場
3日 多目的
9日 未定

岡ソ協
岡山県代表2（中国大会へ）
全日本推薦（平林金属）

2（土）～3（日）
予備日 9（土）

39 西日本壮年大会県予選会 3/15

美咲町中央運動公園
2日 野球場・多目的広場
3日 多目的
9日 未定

岡ソ協 岡山県代表1

2（土）～3（日） JD東 JDリーグ第1節
群馬県　高崎市
愛知県　安城市

JD.LEAGUE

2（土）～3（日） JD西 JDリーグ第1節
愛知県　名古屋市
滋賀県　草津市

JD.LEAGUE

8（金）～10（日） 男子 男子リーグ第1節 広島県　尾道市 日ソ協

9（土）～11（月） JD東 JDリーグ第2節 栃木県　大田原市 JD.LEAGUE

9（土）～11（月） JD西 JDリーグ第2節
愛知県　一宮市
愛媛県　松山市

JD.LEAGUE

16（土）～1７（日） 女子 女子リーグ第1節 石川県　金沢市 日ソ協

16（土）～17（日） JD東 JDリーグ第3節
神奈川県　茅ヶ崎市
静岡県　掛川市

JD.LEAGUE

16（土）～17（日） JD西 JDリーグ第3節
滋賀県　草津市
福岡県　北九州市

JD.LEAGUE

16（土）～17（日）・23（土） 46
71

岡山県高校春季選手権大会
兼　中国高校男子選手権大会県予選会
兼　中国高校女子選手権大会県予選会

男子　新見市民グラウンド
女子　久米南町民運動公園

県高体連・県教委

23（土）～24（日） JD東 JDリーグ第4節
埼玉県　さいたま市
群馬県　太田市

JD.LEAGUE

23（土）～24（日） JD西 JDリーグ第4節 兵庫県　尼崎市 JD.LEAGUE

23（土）～25（月） JD西 JDリーグ第4節 愛知県　豊田市 JD.LEAGUE

23（土）～24（日）
予備日 29（金）

68 全日本総合男子選手権大会県予選会 4/6
美咲町中央運動公園
23日・24日 野球場・多目的広場
29日 多目的広場

岡ソ協
岡山県代表2（中国大会へ）
全日本推薦（平林金属）

23（土）～24（日）
予備日 29（金）

74 全日本総合女子選手権大会県予選会 4/6
美咲町中央運動公園
23日・24日 野球場・多目的広場
29日 多目的広場

岡ソ協 岡山県代表2（中国大会へ）
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令和４年度行事予定表
一般社団法人岡山県ソフトボール協会

5 月 回数 行 事 申込期限 会 場 主 催 備 考

7（土）～8（日） JD東 JDリーグ第5節
東京都　大田区
福島県　福島市

JD.LEAGUE

7（土）～8（日） JD西 JDリーグ第5節
鹿児島　日置市
岡山県　岡山市

JD.LEAGUE

7（土）
予備日 8（日）

中国 68 全日本教員選手権大会中国予選会
百間川緑地公園
（ソフトボール場・野球場）

中ソ協
各県フリー 中国代表3
推薦（東部教員クラブ）

7（土）～8（日） 中国 46 中国高等学校男子選手権大会 鳥取県　米子市 中ソ協・中国高体連

7（土）～8（日） 中国 71 中国高等学校女子選手権大会 鳥取県　米子市 中ソ協・中国高体連

14（土）～15（日） JD東 JDリーグ第6節
群馬県　高崎市
愛知県　安城市

JD.LEAGUE

14（土）・15（日） JD西 JDリーグ第6節
京都府　宇治市
愛知県　刈谷市

JD.LEAGUE

14（土）～15（日）
予備日 16（月）

中国
57
54

全日本大学男子選手権大会中国予選会
兼　西日本大学男子選手権大会中国予選会

広島県　呉市 中ソ協 中国代表（全日本3,西日本5）

14（土）～15（日）
予備日 16（月）

中国
57
54

全日本大学女子選手権大会中国予選会
兼　西日本大学女子選手権大会中国予選会

広島県　東広島市 中ソ協 中国代表（全日本2,西日本4）

14（土）～15（日）
予備日 16（月）

中国 62 全日本実業団男子・女子選手権大会中国予選会 山口県　山口市 中ソ協 中国代表（男5、女4）

14（土）～15（日）
予備日 16（月）

中国 43 全日本クラブ男子選手権大会中国予選会
美咲町中央運動
14日 野球場・多目的広場
15日 多目的広場

中ソ協
中国代表7
全日本推薦（平林金属）

14（土）～15（日）
予備日 16（月）

中国 43 全日本クラブ女子選手権大会中国予選会 久米南町民運動公園 中ソ協 中国代表2

20（金）～22（日） 女子 女子リーグ2節
神奈川県　厚木市
千葉県　千葉県　市原市

日ソ協

20（金） 西日本 西日本協会総会 長崎県　時津町　時津北部コミュニティーセンター 西ソ協

21（土）～22（日） 西日本 39 西日本壮年大会 長崎県　時津町　時津海と緑の運動公園 西ソ協 岡山県1

21（土）～22（日）
予備日 28（土）

36
24
16

全日本小学生男子大会県予選会
兼　西日本小学生大会予選会
兼　中国小学生大会県予選会

4/19
久米南町民運動公園
建部町総合スポーツ公園

岡ソ協
1位（全日本大会へ）
2位・3位（西日本大会へ）
4位～7位（4チーム）（中国大会へ）

21（土）～22（日）
予備日 28（土）

36 全日本小学生女子大会県予選会 4/19
久米南町民運動公園
建部町総合スポーツ公園

岡ソ協 岡山県代表1

21（土）～22（日） JD交流戦 JDリーグ第7節

静岡県　掛川市
新潟県　上越市
栃木県　那須塩原市
岩手県　金ヶ崎町

JD.LEAGUE

28（土）～29（日）
予備日 6/4（土）

2022 日本スポーツマスターズ大会県予選会 5/10 百間川緑地公園（ソフトボール場） 岡ソ協

28（土）～29（日）
予備日 6/4（土）

35 ねんりんピック県予選会 5/10 百間川緑地公園（ソフトボール場） 厚労省・岡ソ協 岡山県1・岡山市1

28（土）～29（日） JD交流戦 JDリーグ第8節
北海道　旭川市
福岡県　北九州市
高知県　高知市

JD.LEAGUE

28（土）～30（月） JD交流戦 JDリーグ第8節 愛知県　刈谷市 JD.LEAGUE
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令和４年度行事予定表
一般社団法人岡山県ソフトボール協会

6 月 回数 行 事 申込期限 会 場 主 催 備 考

4（土）～5（日） 男子 男子リーグ第2節
栃木県　宇都宮市
大阪府　大阪市

日ソ協

4（土）～6（月） JD交流戦 JDリーグ第9節 京都府　京都市 JD.LEAGUE

4（土）～5（日） JD交流戦 JDリーグ第9節
埼玉県　朝霧市
群馬県　桐生市
神奈川県　大和市

JD.LEAGUE

4（土）～5（日）・11（土）
61
57
74

岡山県高等学校総合体育大会
兼　全日本高等学校男子選手権大会県予選会
兼　全日本高等学校女子選手権大会県予選会

男子　神原スポーツ公園
女子　久米南町民運動公園
　　　　津山市西部公園グラウンド

県高体連・県教委

7（火）・8（水） 女子 女子リーグ予備節 静岡県　伊豆市 日ソ協

11（土）～12（日） JD交流戦 JDリーグ第10節
岐阜県　大垣市
滋賀県　甲賀市
愛知県　小牧市

JD.LEAGUE

11（土）～13（月） JD交流戦 JDリーグ第10節 愛知県　豊田市 JD.LEAGUE

11（土）～12（日）
予備日 18（土）

77 国民体育大会県予選会（成年男子） 5/24
美咲町中央運動公園（野球場・多目的広場）
予備日：多目的広場

県体協・岡ソ協 岡山県代表1

11（土）～12（日）
予備日 18（土）

19 全日本一般男子大会県予選会 5/24
百間川緑地公園
（ソフトボール場・野球場）

岡ソ協 岡山県代表1

12（日）
予備日 19（日）

27 OHK杯 全日本レディース大会県予選会 5/24
百間川緑地公園
（ソフトボール場・野球場）

　岡ソ協 岡山県代表1

18（土）～19（日）
予備日 25（土）

77 国民体育大会県予選会（成年女子） 5/24 久米南町民運動公園 県体協・岡ソ協 岡山県代表1

18（土）
予備日 19（日）

77 国民体育大会県予選会（少年男子） 5/24 久米南町民運動公園 県体協・岡ソ協 岡山県代表1

18（土）
予備日 19（日）

77 国民体育大会県予選会（少年女子） 5/24 久米南町民運動公園 県体協・岡ソ協 岡山県代表1

18（土）～20（月） JD東 JDリーグ第11節 群馬県　太田市 JD.LEAGUE

18（土）～19（日） JD東 JDリーグ第11節 埼玉県　本庄市 JD.LEAGUE

18（土）～19（日） JD西 JDリーグ第11節
青森県　弘前市
兵庫県　宍粟市

JD.LEAGUE

25（土）～26（日） JD JDリーグ予備節 静岡県　伊豆市 JD.LEAGUE

25（土）
予備日 26（日）

31 全日本実年大会県予選会 6/7
百間川緑地公園
（ソフトボール場・野球場）

岡ソ協 岡山県代表1

25（土）
予備日 26（日）

17 全日本ハイシニア大会県予選会 6/7
百間川緑地公園
（ソフトボール場・野球場）

岡ソ協 岡山県代表1

25（土）～26（日）
予備日 7/2（土）

22 全日本中学生男子・女子大会県予選会 6/7 久米南町民運動公園 岡ソ協・中体連 岡山県代表男女各1
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令和４年度行事予定表
一般社団法人岡山県ソフトボール協会

7 月 回数 行 事 申込期限 会 場 主 催 備 考

1（金）～3（日） 女子 女子リーグ交流節 富山県　富山市 日ソ協

2（土）～3（日）
予備日 9（土）

37 全日本壮年大会県予選会 6/14
百間川緑地公園
（ソフトボール場・野球場）

岡ソ協

2（土）～3（日）
予備日 9（土）

36 全日本シニア大会県予選会 6/14 百間川緑地公園（ソフトボール場） 岡ソ協

22 岡山県障害者スポーツ大会（フットベースボール）

  岡山県
  岡山県教委

  岡山市
  岡山県障スポ協

22 回岡山県障害者スポーツ大会（ソフトボール）

  岡山県
  岡山県教委

  岡山市
  岡山県障スポ協

2（土）～3（日）
予備日 4（月）

中国 68 全日本総合男子選手権大会中国予選会 広島県　三原市 中ソ協
中国代表4
推薦（平林金属）

9（土）～10（日）
予備日 11（月）

中国 74 全日本総合女子選手権大会中国予選会 広島県　府中市 中ソ協 中国代表2

10（日）・17（日）
予備日24（日）

15
会長杯　岡山県レディース大会
兼　中国レディース大会県予選会

6/14 久米南町民運動公園 岡ソ協 岡山県代表2

16（土）～17（日）
予備日 30（日）

26 西日本シニア大会県予選会 6/28
百間川緑地公園
ソフトボール場・野球場

岡ソ協

16（土）～17（日）
予備日 30（日）

70 西日本男子大会県予選会 6/28
百間川緑地公園
ソフトボール場・野球場

岡ソ協

23（土）～24（日）
予備日 25（月）・26（火）

60 岡山県中学校総合体育大会 久米南町民運動公園 岡ソ協・中体連

23（土）～25（月） 全日本 62 全日本実業団男子選手権大会 6/13 青森県　青森市 日ソ協 中国代表5

23（土）～25（月） 全日本 62 全日本実業団女子選手権大会 6/13 埼玉県　毛呂山町 日ソ協 中国代表4

23（土）～25（月） 全日本 43 全日本クラブ男子選手権大会 6/13 北海道　札幌市・石狩市 日ソ協
中国代表7
推薦（平林金属）

23（土）～25（月） 全日本 43 全日本クラブ女子選手権大会 6/13 兵庫県　たつの市・相生市 日ソ協 中国代表2

23（土）～25（月） 西日本 24 西日本小学生大会 徳島県 西ソ協 岡山県2

30（土）～8/1（月） 全日本 68 全日本教員選手権大会 6/20 和歌山県　紀の川市 日ソ協 中国代表3

30（土）～8/2（火） 全日本 36 全日本小学生男子大会 6/20
岡山県　久米南町民運動公園
岡山県　美咲町中央運動公園

日ソ協 岡山県2

30（土）～8/2（火） 全日本 36 全日本小学生女子大会 6/20 滋賀県　草津市 日ソ協 岡山県1
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令和４年度行事予定表
一般社団法人岡山県ソフトボール協会

8 月 回数 行 事 申込期限 会 場 主 催 備 考

4（木）～7（日） 全日本 74 全日本高等学校女子選手権大会  高知県　高知市 全国高体連・日ソ協 岡山県1

6（土）～7（日）
予備日8（月）・9（火）

中国
46
44

中国中学校大会
兼　全国中学校大会中国予選会

岡山県　久米南町民運動公園
岡山県　美咲町中央運動公園

中ソ協・中体連

6（土）～8（月） 西日本 54 西日本大学男子選手権大会 山口県　宇部市 西日本大学連 男子（中国代表5）

6（土）～8（月） 西日本 54 西日本大学女子選手権大会 三重県　熊野市 西日本大学連 女子（中国代表4）

11（木）・13（土）
予備日 14（日）

59
71

岡山県一般男子選手権大会
兼　中国総合男子選手権大会県予選会

7/26
美咲町中央運動公園
（野球場・多目的広場）

岡ソ協 岡山県2

11（木）・13（土）
予備日 14（日）

4 中国一般男子大会県予選会（ゴム） 7/26
美咲町中央運動公園
（野球場・多目的広場）

岡ソ協 岡山県2

13（土）～15（月） 全日本 22 全国中学生男子大会 7/22 大阪府　大阪市 日ソ協 岡山県1

13（土）～15（月） 全日本 22 全国中学生女子大会 7/22 大阪府　大阪市 日ソ協 岡山県1

19（金） 中国 理事長・事務局長会議 広島県　尾道市 中ソ協

19（金） 中国 ブロック国体　監督会議（少年男子を除く） 広島県　尾道市 中ソ協

19（金）～22（月）　 全日本 57 全日本高等学校男子選手権大会  高知県　高知市 全国高体連・日ソ協 岡山県1

20（土）～21（日） 中国 77 国民体育大会中国ブロック大会（少年男子を除く） 広島県　尾道市
文部科学省

日体協
中ソ協

各種別1

20（土）～22（月） 全日本 19 全日本一般男子大会（ゴム） 7/11 福岡県　福岡市・筑紫野市 日ソ協 岡山県1

23（火）～25（木） 全日本 44 全国中学校男子大会 北海道　帯広市 日ソ協 中国代表1

23（火）～25（木） 全日本 44 全国中学校女子大会 北海道　帯広市 日ソ協 中国代表2

26（金） 中国 ブロック国体　監督会議（少年男子） 広島県　尾道市 中ソ協

27（土）～28（日） 中国 77 国民体育大会中国ブロック大会（少年男子） 広島県　尾道市
文部科学省

日体協
中ソ協

各種別1

27（土）～28（日） 岡山県高等学校夏季選手権大会（女子） 笠岡総合スポーツ公園 高体連・県教委

27（土）～28（日） 中国 16 中国小学生大会
岡山県　久米南町民運動公園
岡山県　美咲町中央運動公園

中ソ協 岡山県3

30（火）～31（水） 岡山県高等学校夏季選手権大会（男子） つばきの丘運動公園 高体連・県教委
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令和４年度行事予定表
一般社団法人岡山県ソフトボール協会

9 月 回数 行 事 申込期限 会 場 主 催 備 考

2（金）～4（日） 男子 男子リーグ第3節
三重県　熊野市
高知県　高知市

日ソ協

3（土）～4（日） 女子 女子リーグ3節
岩手県　遠野市
鹿児島県　鹿屋市

日ソ協

3（土）～5（月） JD東 JDリーグ第12節 岐阜県　岐阜市 JD.LEAGUE

3（土）～4（日） JD東 JDリーグ第12節 愛知県　安城市 JD.LEAGUE

3（土）～4（日） JD西 JDリーグ第12節
山口県　岩国市
宮崎県　宮崎市

JD.LEAGUE

3（土）～5（月） 全日本 31 全日本実年大会 7/25 広島県　尾道市 日ソ協 岡山県1

10（土）～11（日） 西日本 70 西日本男子選手権大会 山口県　宇部市 西ソ協 岡山県1

10（土）～11（日）
予備日 17（土）

12 西日本一般男子大会県予選会（ゴム） 8/23
百間川緑地公園
ソフトボール場・野球場

岡ソ協

10（土）～11（日）
予備日 17（土）

31 西日本実年大会県予選会 8/23
百間川緑地公園
ソフトボール場・野球場

岡ソ協

10（土）～11（日）
予備日 17（土）

18 西日本ハイシニア大会県予選会 8/23
百間川緑地公園
ソフトボール場・野球場

岡ソ協

10（土）～12（月） 全日本 57 全日本大学男子選手権大会 7/29 富山県　富山市
日ソ協

全日大学ソ連
中国代表3

10（土）～12（月） 全日本 27 全日本レディース大会 8/1 長野県　伊那市 日ソ協 岡山県1

16（金）～18（日） 全日本 57 全日本大学女子選手権大会 8/5 愛知県　安城市
日ソ協

全日大学ソ連
中国代表2

17（土）～19（月） 全日本 68 全日本総合男子選手権大会 8/5 三重県　熊野市・紀北町 日ソ協
中国代表4
推薦（平林金属）

17（土）～19（月） 全日本 37 全日本壮年大会 8/8 山形県　山形市・天童市・上山市・山辺町 日ソ協 岡山県1

23（金）～25（日） 全日本 74 全日本総合女子選手権大会 8/10 鹿児島県　南九州市 日ソ協 中国代表2

23（金）～26（月） 全日本 2022 日本スポーツマスターズ大会（男子） 岩手県　花巻市 日スポ協・日ソ協 岡山県1

23（金）～26（月） 全日本 2022 日本スポーツマスターズ大会（女子） 岩手県　花巻市 日スポ協・日ソ協 岡山県1

23（金）～25（日） 全日本 17 全日本ハイシニア大会 8/12 岐阜県　下呂市 日ソ協 岡山県1

24（土）～25（日） 西日本 10 新日本スポーツ連盟全国競技会西日本大会
久米南町民運動公園
建部町総合スポーツセンター

新日本スポーツ連盟

30（金）～10/2（日） 女子 女子リーグ第4節
岡山県　新見市
三重県　熊野市

日ソ協
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令和４年度行事予定表
一般社団法人岡山県ソフトボール協会

10 月 回数 行 事 申込期限 会 場 主 催 備 考

1（土）～2（日） JD東 JDリーグ第13節 長野県　伊那市 JD.LEAGUE

1（土）～2（日） JD西 JDリーグ第13節
岩手県　一関市
大阪府　八尾市

JD.LEAGUE

1（土）～2（日）
予備日なし

9 岡山県スポーツ少年団交流大会
久米南町民運動公園
建部町総合スポーツ公園

岡山県体協

1（土）～3（月） 全日本 36 全日本シニア大会 8/22 宮崎県　宮崎市 日ソ協 岡山県1

1（土）～3（月） JD東 JDリーグ第13節 千葉県　浦安市 JD.LEAGUE

8（土）～10（月） 全日本 77 国民体育大会　  【成年男子】 栃木県　大田原市
文部科学省

日スポ協
日ソ協

中国代表1

8（土）～10（月） 全日本 77 国民体育大会　  【成年女子】 栃木県　大田原市
文部科学省

日スポ協
日ソ協

中国代表1

8（土）～10（月） 全日本 77 国民体育大会　 【少年男子】 栃木県　足利市
文部科学省

日スポ協
日ソ協

中国代表1

8（土）～10（月） 全日本 77 国民体育大会　 【少年女子】 栃木県　大田原市
文部科学省

日スポ協
日ソ協

中国代表1

15（土）～16（日） 男子 男子リーグ第4節
岐阜県　羽島市
富山県　富山市

日ソ協

15（土）～16（日） JD JDリーグ第14節
栃木県　足利市
静岡県　掛川市

JD.LEAGUE

15（土）～17（月） JD JDリーグ第14節
福岡県　北九州市
愛媛県　松山市

JD.LEAGUE

15（土）～17（月） 全日本 21 全日本エルデスト大会 9/5 石川県　輪島市 日ソ協 岡山県1

16（日）・23（日） 45 宇津木妙子杯　岡山県レディース大会 久米南町民運動公園 岡ソ協

18（火）～19（水） 女子 女子リーグ（予備節） 静岡県　伊豆市 日ソ協

22（土）～23（日） 男子 男子リーグ予備節 静岡県　伊豆市 日ソ協

22（土）～23（日） JD 東 JDリーグ第15節
岐阜県　大垣市
神奈川県　横浜市

JD.LEAGUE

22（土）～23（日） JD 西 JDリーグ第15節 愛知県　刈谷市 JD.LEAGUE

22（土）～24（月） JD 西 JDリーグ第15節 愛知県　豊橋市 JD.LEAGUE

22（土）～23（日）・29（土） 26
41

岡山県高等学校秋季選手権大会
兼　中国高等学校新人大会県予選会
兼　全国高等学校選抜大会県予選会

男子　百間川緑地公園ソフトボール場
女子　久米南町民運動公園
　　　　HIRAKINライズ球場

高体連・県教委

28（金） 中国 常務理事会 島根県　出雲市 中ソ協

29（土）～30（日） 中国 71 中国総合男子選手権大会 島根県　出雲市 中ソ協 岡山県2

29（土）～30（日） 西日本 26 西日本シニア大会 高知県　四万十市・宿毛市 西ソ協 岡山県1

29（土）～30（日） JD JDリーグ予備節 静岡県　伊豆市 JD.LEAGUE

29（土）～30（日） 中国 4 中国一般男子大会（ゴム） 広島県　広島市 中ソ協 岡山県2
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令和４年度行事予定表
一般社団法人岡山県ソフトボール協会

11 月 回数 行 事 申込期限 会 場 主 催 備 考

4（金）～6（日） 女子 女子リーグ（順位決定節） 茨城県　小美玉市 日ソ協

5（土）～6（日） 男子 日本男子リーグ（決勝トーナメント） 大阪府　豊中市 日ソ協

5（土）～6（日） JDポストシーズン JDリーグ　プレーオフ （未定） JD.LEAGUE

5（土）～6（日） 西日本 31 西日本実年大会 鳥取県　倉吉市 西ソ協 岡山県1

5（土）～6（日） 西日本 18 西日本ハイシニア大会 長崎県　時津町 西日本 岡山県1

6（日）～7（月）
予備日 8（火）

令和4 岡山県中学校秋季大会 井原リフレッシュ公園野球場・多目的広場 岡ソ協・中体連

12（土）～13（日） JDポストシーズン JDリーグ　DiamondSeries 千葉県　千葉市 JD.LEAGUE

12（土）～13（日） 西日本 12 西日本一般男子大会（ゴム） 鹿児島県　南九州市 西ソ協 岡山県1

12（土）～13（日） 中国 15 中国レディース大会 　 広島県　尾道市 中ソ協 　

13（金）～14（土） 中国 26 中国高等学校男子新人大会 山口県　山口市 中ソ協・中国高体連 　

13（金）～14（土） 中国 26 中国高等学校女子新人大会 山口県　山口市 中ソ協・中国高体連

13（日）～15（火） 全日本 34 ねんりんピック 神奈川県　小田原市 厚労省・日ソ協 岡山県1・岡山市1

19（土）～20（日）・26（土）
予備日なし

20 岡山県男子リーグ 久米南町民運動公園 岡ソ協 協会選考（一般4 小学生4）
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令和４年度行事予定表
一般社団法人岡山県ソフトボール協会

12 月 回数 行 事 申込期限 会 場 主 催 備 考

3（土）～4（日）
予備日 10（土）

16 全日本春季小学生男子・女子大会県予選会 11/15 久米南町民運動公園 岡ソ協 岡山県代表　男女各1
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令和４年度行事予定表
一般社団法人岡山県ソフトボール協会

2023 年 1 月 回数 行 事 申込期限 会 場 主 催 備 考

14（土） 中国 中ソ協常務理事会・総会 岡山県
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令和４年度行事予定表
一般社団法人岡山県ソフトボール協会

2 月 回数 行 事 申込期限 会 場 主 催 備 考

18（土）～19（日） 中国 中ソ協審判員・記録員伝達研修会 島根県 中ソ協

25（土）～26（日） 審判員・記録員伝達研修会 玉野スポーツセンター 岡ソ協
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令和４年度行事予定表
一般社団法人岡山県ソフトボール協会

3 月 回数 行 事 申込期限 会 場 主 催 備 考

18（土）～21（火） 全日本 41 全国高等学校女子選抜大会 鹿児島県　鹿児島市 日ソ協・全国高体連 岡山県1

25（土）～28（火） 全日本 41 全国高等学校男子選抜大会 長崎県　大村市 日ソ協・全国高体連 岡山県1

25（土）～27（月） 全日本 16 全日本春季小学生男子大会 2/8 静岡県　牧之原市 日ソ協 岡山県1

26（日）～28（火） 全日本 16 全日本春季小学生女子大会 2/8 群馬県　太田市 日ソ協 岡山県1

26（日）～28（火） 全日本 19 都道府県対抗全日本中学生男子大会 2/8 熊本県　熊本市 日ソ協 岡山県1

26（日）～28（火） 全日本 19 都道府県対抗全日本中学生女子大会 2/8 千葉県　千葉市 日ソ協 岡山県1


