
魚津市野球協会総会 ３月５日(土) ありそドーム　   10：00～

新川地区野球協会審判員講習会 ３月６日(日)13日(日) 桃山野球場　　　　8：30～11：30

富山県軟式野球連盟審判技術講習会 ３月19日(土)20日(日) 富山市民球場・高岡西部球場

東地区審判員技術講習会 ３月21日(祝) 桃山野球場　　　　9：00～16：00

魚津市野球協会チーム登録 ３月26日(土)27日(日) ありそドーム　   18：00～20：00

【一般軟式】

大　　会　　名 種　　別 期　　日 場　　所

全国大会(1部)(2部) ５月27日～５月30日 北海道

富山県大会 ４月２日　予備４月９日 歌の森野球場

県代表者会議 ３月26日(土)午前10時 富山市民球場会議室

富山県大会 ４月９日～10日　予備16日 桃山野球場

県代表者会議 ４月２日(土)午前10時 富山市民球場会議室

↓ 全国大会（1部） ９月３日～９月５日 長野県松本市他

北信越大会 ７月２日～７月３日 富山市民球場

代表決定戦 ６月４日　予備６月５日 滑川市野球場

富山県大会 ５月14日～５月15日予備21日 滑川市野球場・桃山野球場

全国大会 ９月10日～９月12日 宮城県石巻市他

北信越大会 ７月２日～７月３日 福井県営球場

代表決定戦 ６月４日　予備６月５日 滑川市野球場

富山県大会 ５月14日～５月15日予備21日 城光寺球場・砺波市野球場

県代表者会議 ５月７日(土)午前10時 富山市民球場会議室

魚津市予選 1部４月24日(日)2部10日(日)～ 桃山野球場(１部）天神山野球場(２部)

市代表者会議 ３月30日(水) 午後6：30～ ありそド－ム研修室

全国大会 ９月16日～９月21日 佐賀県佐賀市他

富山県大会 ６月18日～６月26日 富山市民球場他

県代表者会議 ６月４日(土)午前10時 富山市民球場会議室

魚津市予選 ４月24日(日)～予定 桃山野球場

市代表者会議 ３月30日(水) 午後6：30～ ありそド－ム研修室

第77回国民体育大会軟式野球競技大会 全国大会 10月６日～10月10日 栃木県宇都宮市他

北信越大会 ８月26日～８月28日 福井県フェニックススタジアム

代表決定戦 ７月17日予備７月18日 富山市民球場

県代表者会議 ６月４日(土)午前10時 富山市民球場会議室

第75回県民体育大会野球競技(２部) 富山県大会 ６月11日～６月12日 城光寺球場・宮野野球場

第71回市民体育大会野球競技 県代表者会議 ６月４日(土)午前10時 富山市民球場会議室

魚津市予選 ５月８日(日)～予定 天神山野球場他

市代表者会議 ３月30日(水) 午後6：30～ ありそド－ム研修室

全国大会 ９月23日～９月26日 岩手県陸前高田市他

北信越大会 ７月９日　予備7月10日 石川県珠洲市営野球場

富山県大会 ６月11日～６月18日 歌の森野球場・小矢部市野球場

県代表者会議 ６月４日(土)午前10時 富山市民球場会議室

魚津市予選 ５月３日(祝)～予定 桃山野球場他

↑ 市代表者会議 ３月30日(水) 午後6：30～ ありそド－ム研修室

↓ 富山県大会 ７月30日～８月６日 県営富山野球場他

県代表者会議 ７月23日(土)午前10時 富山市民球場会議室

魚津市予選 ５月17日(火)～予定 天神山野球場（決勝：桃山）
市代表者会議・開会式 ５月11日(水) 午後6：30～ ありそド－ム研修室

魚津市大会 ６月８日(水)～予定 桃山野球場

↑ 市代表者会議 ５月11日(水) 午後6：30～ ありそド－ム研修室

↓ 富山県大会 ９月23日～９月25日 新港野球場・宮野野球場

県代表者会議 ９月10日(土)午前10時 富山市民球場会議室

魚津市予選 ７月10日(日)～予定 天神山野球場他

↑ 市代表者会議 ６月29日(水) 午後6：30～ ありそド－ム研修室

↓ 全国大会 11月４日～11月７日 愛知県碧南市他

富山県大会 ９月17日～９月23日 城光寺野球場

県代表者会議 ９月10日(土)午前10時 富山市民球場会議室

魚津市予選 ８月21日(日)～予定 桃山野球場

市代表者会議 ８月３日(水) 午後6：30～ ありそド－ム研修室

令和5年度東日本軟式野球大会兼 富山県大会(1部) 10月15日～10月16日 滑川・大沢野　決勝令和5年４月

　第41回宮武杯争奪軟式野球大会 富山県大会(2部) 10月15日～10月16日 砺波・城南　　決勝令和5年４月

県代表者会議 10月１日(土)午前10時 富山市民球場会議室

魚津市予選(1部) ９月４日(日)～予定 桃山野球場

魚津市予選(2部） ９月11日(日)～予定 天神山野球場他

↑ 市代表者会議 ８月３日(水) 午後6：30～ ありそド－ム研修室

第44回東日本軟式野球大会

第65回選抜軟式野球富山県大会

➀

②

③

④

第48回魚津市長杯争奪軟式野球大会

第55回北日本新聞朝間野球大会

第67回中部日本都市対抗軟式野球大会

令 和 ４ 年 度　各 種 大 会 日 程

高松宮賜杯第66回全日本軟式野球大会

天皇賜杯第77回全日本軟式野球大会

日本スポ－ツマスタ－ズ2022大会

第46回クラブ対抗軟式野球富山県大会



令 和 ４ 年 度　各 種 大 会 日 程

大　　会　　名 種　　別 期　　日 場　　所

全 国 大 会 ８月８日～８月14日 東京都新宿区他

富山県大会 ５月28日～６月12日 上市丸山野球場・立山野球場

県代表者会議 ５月14日（土）午前10時 富山市民球場会議室

富山県大会 ８月６日～８月８日 県営富山野球場他

県代表者会議 ７月23日（土）午前10時 富山市民球場会議室

ＮＰＢガールズトーナメント2022 全 国 大 会 ７月29日～８月４日 石川県金沢市他

富山県大会 ８月６日～８月８日 小矢部市野球場・城南野球場

県代表者会議 ７月23日（土）午前10時 富山市民球場会議室

第27回高野山旗学童軟式野球選手権大会 ７月22日～７月26日 和歌山県高野山野球場

第29回西日本学童軟式野球大会 ８月26日～８月29日 大阪シティ信用金庫スタジアム

阿波おどりカップ学童軟式野球大会2022 ８月26日～８月29日 徳島県鳴門市

松井秀喜旗争奪学童軟式野球大会 11月26日～11月27日 石川県小松ドーム

第13回全日本少年春季軟式野球大会 全 国 大 会 ３月21日～３月25日 静岡県静岡市他

第58回二市一郡中学校軟式野球大会

　兼中学校野球競技強化交流試合

第39回全日本少年軟式野球大会 全 国 大 会 ８月21日～８月25日 神奈川県横浜市

　（少年の部） 北信越大会 ７月２日～７月３日 石川県立野球場

富山県大会 ４月30日～５月３日 上市丸山野球場・宮野野球場

県代表者会議 ４月23日（土）午前10時 富山市民球場会議室

魚津市予選 ４月17日（日)予備18日(月) 桃山野球場

全 国 大 会 ８月　日～８月　日 北海道札幌市

北信越大会 ８月　日～８月　日予備　日

富山県大会 ７月９日～７月16日予備17日 上市丸山野球場・城南野球場

新川地区大会 ６月11日～12日予備18日 桃山野球場・宮野野球場・中ノ口野球場

中部日本選抜中学校軟式野球大会 中部日本大会 ８月11日～８月14日 愛知県

代表決定戦 ７月25日(木)予備26日 大沢野野球場

第75回県民体育大会野球競技 富山県大会 ７月23日～７月24日 大沢野野球場・新港野球場

　（中学の部） 県代表者会議 ７月17日（日）午前10時 富山市民球場会議室

魚津市予選 ７月２日(土)予備３日(日) 桃山野球場

水戸市長旗第12回東日本少年軟式野球大会 全 国 大 会 ８月12日～８月15日 茨城県水戸市

第7回全日本中学女子軟式野球大会 全 国 大 会 ８月18日～８月24日 京都府京都市他

第14回全日本少年春季軟式野球大会 全 国 大 会 ３月　日～３月　日 静岡県　　　（2023年）
第44回富山県中学校新人体育大会軟式野球競技 富山県大会 10月８日(土)～９日 上市丸山野球場

新川地区大会 ９月17日～９月19日 桃山・宮野・丸山・中ノ口

第25回関東・東北・北信越少年軟式野球大会 全 国 大 会 11月26日～11月27日 栃木県宇都宮市他

春季各地区高校野球交流戦 新川地区 ３月19日～27日 桃山野球場

第94回春季高等学校野球大会 富山県大会抽選12日 ４月16日～５月３日 宮野・県営・高岡西部・砺波

魚津市・体協70周年記念高校野球交流会 ６月４日（土）５日(日) 桃山野球場　招待：

富山県高等学校審判委員講習会 ６月19日(日) 富山市民球場

第104回全国高等学校選手権大会 富山県大会抽選6/30 ７月９日～７月29日 開会式6日 桃山・県営・高岡西部・砺波・市民

第75回秋季高等学校野球大会 富山県大会抽選30日 ９月３日～９月23日 宮野・県営・高岡西部・砺波

第28回一年生高等学校野球大会 富山県大会 10月29日～11月13日 桃山・県営・高岡西部・砺波・市民

第65回春季高等学校軟式野球大会 富山県大会 ５月４日(水）予備５日(木） 桃山野球場

第67回全国高等学校軟式野球選手権大会 富山県大会 ７月23日(土）予備24日(日） 桃山野球場

第64回秋季高等学校野球大会(軟式） 富山県大会 ９月24日(土）予備25日(日） 県営富山野球場

開会式 ８月26日（金） ありそドーム

全国大会 ８月27日～31日 桃山野球場・天神山野球場

第24回女子軟式野球ジャパンカップ 王座決定戦 10月９日（日）予備10日 桃山野球場

ＪＡＢＡ日本野球富山大会 ４月９日～４月11日 富山市民球場・県営球場

ＪＡＢＡ交流戦 ４月30日～５月１日 桃山野球場

６月25日(土）予備26日(日） 桃山野球場

８月６日(土)７日(日)予備８日 桃山野球場

７月30日(土)31日(日) 桃山野球場

【中　　学】（少年の部）

第44回全国中学校軟式野球大会

高円宮賜杯第42回学童軟式野球大会

第35回ろうきん旗学童軟式野球大会

第27回富山県学童軟式野球大会

社会人クラブ選手権一次予選

【高　　校】硬式

【大学女子】

桃山野球場・天神山野球場
東部中学校・西部中学校

第36回全日本大学女子軟式野球大会

【高　　校】軟式

４月２日(土)～４月３日(日)

【そ の 他】

宝くじスポーツフェスタドリームベースボール

社会人クラブ選手権二次予選

【社 会 人】

【スポーツ少年団】（学童の部）


