
令和元年度富山県ソフトボール協会大会成績表　

回 大　　　　会　　　　名 期　日 会　場 H30 優 勝 準 優 勝 三　　位 三　　位
17 富山県実年オープン選手権大会 4/7 上市町 6 新庄ソフトボールクラブ 滑川クラブ 福光ソフトボールクラブ 砺波クラブ

27 富山県高校春季地区大会 4/7、8 県ソ球場 13

59 全日本実業団男子選手権大会 4/15 県ソ球場 1 ＹＫＫ ※ ※ ※

59 全日本実業団女子選手権大会 4/15 県ソ球場 1 ＹＫＫ ※ ※ ※

40 全日本クラブ男子選手権大会 4/14 県ソ球場 4 大森クラブ Ｓ・スターズソフトボールクラブ 木の葉クラブ ＴＫＯ

40 全日本クラブ女子選手権大会 4/15 県ソ球場 1 大沢野ウィンディーズ ※ ※ ※

57 富山県高校春季女子大会 4/20、21 県ソ球場 17 滑川高校 南砺福野高校 龍谷富山高校 富山東高校

57 北信越壮年大会 4/21、28 氷見市 17 井波大風 砺波クラブ エクスプレス 山田自動車クラブ

17 富山県中学生春季オープン大会 4/28,29 県ソ球場 5 庄西中学校 速星中学校 庄川中学校 魚東・桜井・上市中学校

30 富山県小学生春季大会 4/28 東富山 5 鵜坂スポーツ少年団 イミズドリームガールズ 魚津アップルジュニアソフトボール 入善ジュニアソフトボールスポーツ少年団

24 北信越エルダー大会 5/3 小矢部市 2 クラブTOYAMA スーパーエンジェルス

23 北信越シニア大会 5/3,4 魚津市 13 富山シニアクラブ 戸出ソフトボールクラブ 新川スターズ 新庄いきいきクラブ

70 全日本総合女子選手権大会兼県体 5/4 県ソ球場 2 ＹＫＫ 大沢野ウィンディーズ ※ ※

65 全日本総合男子選手権大会兼県体 5/4、5 県ソ球場 5 ＹＫＫ 大森クラブ 木の葉クラブ Ｓ・スターズソフトボールクラブ

21 富山県レディース・エルダー大会 5/12 黒部市 8 エンジェルス ファインズ 木の葉レディース 入善クラブ

29 北信越実年大会 5/12、20 高岡市 12 新庄ソフトボールクラブ 戸出マスターズ サンダ－バ－ド 八尾　風クラブ

32 全国健康福祉祭(ねんりんピック) 5/19、26 砺波市 12 戸出ソフトボールクラブ 新川スターズ 滑川クラブ 新庄いきいきクラブ

33 全日本小学生女子大会 5/26 入善町 5 魚津アップルジュニアソフトボール 鵜坂スポーツ少年団 宮野雄山Shine　Dreams 入善ジュニアソフトボールスポーツ少年団

40.16 全日本一般男子大会兼協会加盟支部対抗 5/26、6/2 大沢野 14 山田自動車クラブ 中川自動車工業クラブ 出クラブ ＴＥＸＡＳ．ＳＢＣ

28 富山県スポレク女子 5/26 砺波市 3 ドルフィン 大門ドリーム レッツ富山クラブ

54 全国高校総体女子兼県体兼北信越高校 6/2～4 県ソ球場 18 滑川高校 龍谷富山高校 富山東高校 南砺福野高校

71 全国高校総体男子兼県体兼北信越高校 6/3 県ソ球場 1 富山工業高校 ※ ※ ※

24 全日本レディース大会 6/9 県ソ球場 6 エンジェルス ファインズ 入善クラブ 木の葉レディース

34 全日本壮年大会　兼

13 日本スポーツマスターズ男子大会

29 富山県スポ少交流大会 6/22 県屋内グラウンド 5 鵜坂スポーツ少年団 魚津アップルジュニアスポ少 イミズドリームガールズスポ少入善ジュニアソフトボールスポーツ少年団

19 日本スポーツマスターズ女子大会 6/23 高岡市 2 ドルフィン ピーチーズ ※ ※

63 中日本総合男子選手権大会 7/1 県ソ球場 2 木の葉クラブ 富山大学 ※ ※

18 全日本エルデスト大会 6/30 南砺市 3 雨天中止 ※ ※ ※

33 全日本シニア大会 6/23、7/7 東富山 13 富山シニアクラブ 滑川クラブ 上市クラブ 戸出ソフトボールクラブ

28 全日本実年大会 7/14,21 大沢野 12 ニコルズ 戸出マスターズ 大門クラブ 砺波クラブ

16 北信越一般男子大会 7/7,14 婦中 13 北鬼江アゼリアインパルス 出クラブ 剣クラブ S球団

41 全国中学校男女大会 7/13,14 県ソ球場 12 庄西中学校 戸出中学校 魚津東部桜井上市中学校 速星中学校

39 北信越総合男子選手権大会

39 北信越総合男子新人大会

呉西３校参加　１位南砺福野、　呉東10校参加　A１位富山東、B１位滑川

6/9、16 氷見市 19 ニコルズ まんさくの花 山田自動車クラブ 八尾風クラブ

※8/4 県ソ球場 2 大森クラブ 木の葉クラブ ※

 



回 大　　　　会　　　　名 期　日 会　場 H30 優 勝 準 優 勝 三　　位 三　　位
39 北信越レディース大会 8/4 入善町 7 ファインズ 入善クラブ 木の葉レディース 吉島アップルズ

72 高校夏季大会 7/20 県ソ球場 8 龍谷富山高校 南砺福野高校 富山いずみ 高岡南高校

県民体育大会（２部）中学校　Ａゾーン 7/27 砺波市 7 砺波市選抜 高岡市選抜A 呉羽中学校 富山市選抜

県民体育大会（２部）中学校　Ｂゾーン 7/27 砺波市 7 速星中学校 吉江中学校 高岡市選抜B 魚津市選抜

県民体育大会（３部）小学生 7/27 南砺市 4 宮野雄山ShinDrreams 鵜坂ｽﾎﾟｰﾂ少年団 入善ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ イミズドリームガールズ

県民体育大会（２部）一般男子　Ａゾーン 7/28 南砺市 6 山田自動車クラブ 大沢野クラブ SWING☆TOP ゴールドウイン

県民体育大会（２部）一般男子　Ｂゾーン 7/28 南砺市 6 新天クラブ 旭工業クラブ エキスパート 中川自動車クラブ

県民体育大会（２部）壮年　Ａゾーン 7/28 砺波市 6 ニコルズ アドバンス 新庄ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 高岡ナイスミドル

県民体育大会（２部）壮年　Ｂゾーン 7/28 砺波市 6 アルファＳＢＣ エキスパート 八尾風クラブ 大門クラブ

県民体育大会（２部）レディース 7/28 小矢部市 5 入善クラブ 吉島アップルズ ドルフィン レッツ富山クラブ

県民体育大会（２部）エルダー 7/28 小矢部市 3 スーパーエンジェルス 万葉レディース ピーチーズ ※

14 全日本ハイシニア大会 8/3,10 県ソ球場 9 戸出ソフトボールクラブ 富山シニアクラブ 上市クラブ ハイシニア魚津

23 富山県実年選手権大会 8/18,25 立山町 11 戸出マスターズ 八尾風クラブ 遊楽部ＧＳＣ 大門クラブ

33 富山県小学生秋季大会 8/24 魚津市 5 鵜坂ｽﾎﾟｰﾂ少年団 入善ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 宮野雄山ShinDreams 魚津ｱｯﾌﾟﾙｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ

6 中ブロックエルダー大会 8/25 小矢部市 2 クラブTOYAMA S.ANGELS ※ ※

33 富山県小学生男女ミズノ杯争奪選手権大会 9/7 黒部市 5 鵜坂ｽﾎﾟｰﾂ少年団 イミズドリームガールズ 魚津ｱｯﾌﾟﾙｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 入善ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ

14 富山県一般男子２部大会 9/15 射水市 8 新天クラブ じろう球団 シャインズ ドックスクラブ

18 富山県シニア選手権大会 10/20,11/2 黒部市 9 富山シニアクラブ 新川スターズ 新庄いきいきクラブ 滑川クラブ

6 高校女子秋季地区大会 9/21.22 県ソ球場 12 南砺福野高校 富山東高校

11 富山県ハイシニア選手権大会 10/26,11/2 大沢野 8 富山シニアクラブ 高峯ハイシニアクラブ ハイシニア魚津 新川スターズ

16 富山県一般男子選手権大会 9/29,10/6 県ソ球場 12 山田自動車クラブ 岩瀬倶楽部 旭工業クラブ 北鬼江アゼリアインパルス

34 富山県壮年選手権大会 9/29,10/27 高岡市砺波市 15 戸出マスターズ 山田自動車クラブ 砺波クラブ 井波大風

41 富山県中学校選抜大会 10/14,27 県ソ球場 8 魚津東部中学校 速星中学校 吉江中学校 戸出中学校

22 富山県小学生新人大会 10/19 砺波市 4 魚津ｱｯﾌﾟﾙｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 入善ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 鵜坂スポーツ少年団 宮野雄山ShinDreams

32 富山県レディース選手権大会 10/7 射水市 7 エンジェルス

54 富山県総合男子選手権大会 11/3 県ソ球場 5 YKK 大森クラブ TKO Sｽﾀｰｽﾞｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

54 富山県総合女子選手権大会 11/3 県ソ球場 6 YKK 滑川高校 大沢野ウインディーズ 南砺福野高校

38 全国高校選抜男子（新人）大会 10/22 県ソ球場 1 富山工業高校 ※ ※ ※

38 全国高校選抜女子（新人）大会 10/22，26 県ソ球場、婦中 15 滑川高校 龍谷富山高校 南砺福野高校 富山東高校

11 富山カップ小学生女子交流大会 11/16，17 屋内ドーム 9 能美グリーンヤンチャーズ 魚津アップルジュニアソフトボー 宮野雄山ShineDreams ※

25 富山県小学生強化大会 R2　3/21 魚津市 中止
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（１日目雨天順延、２日目６チーム棄権）


