
2012 年度 佐賀県軟式野球連盟 大会日程一覧 
 

審判部審判部審判部審判部 

佐賀県 九州地区 全国 
大会等名 

開催地 期日 摘要 開催地 期日 摘要 開催地 期日 摘要 

佐賀 3/10 春季 沖縄 3/3～4 

九州地区技

術指導員講

習会 
審判講習会 

多久 9/29 秋季 福岡 3/17～19 
九州ブロック

審判講習会 

埼玉 2/25～27 
技術研修員

講習会 

 

還暦部還暦部還暦部還暦部 

佐賀県大会 九州大会 
全国大会 

（西日本大会を含む。） 大会等名 区分 

開催地 期日 締切日 開催地 期日 締切日 開催地 期日 締切日 

第 8 回佐賀県還暦軟式野球選手権 還暦 三養基 4/14・21 3/29   

第 6 回九州還暦軟式野球大会 還暦 伊万里 6/16・23 5/24 宮崎 11/17～18 11/2  

さがねんりんピック 2012 還暦 佐賀 10/27～28 10/11   

 

女子女子女子女子のののの部部部部（（（（中学生中学生中学生中学生・・・・小学生小学生小学生小学生）））） 

佐賀県大会 九州大会 
全国大会 

（西日本大会を含む。） 大会等名 区分 

開催地 期日 締切日 開催地 期日 締切日 開催地 期日 締切日 

第 2 回九州女子軟式野球大会 
中学・ 

学童 
佐賀 6/30 6/14 熊本 8/25～26 8/10  

 



一般一般一般一般のののの部部部部 

佐賀県大会 九州大会 
全国大会 

（西日本大会を含む。） 大会等名 区分 

開催地 期日 締切日 開催地 期日 締切日 開催地 期日 締切日 

一部 三神 3/20・24・25 3/8  宮崎 5/11～14 4/9 

第 34 回西日本軟式野球大会 
二部 

多久 

唐津 
3/24・25・31 3/8  高知 6/29～7/2 5/28 

第 35 回九州連合会長杯軟式野球

大会 
A 級 

伊万里 

西松浦 
3/31・4/1・7 3/15 佐賀 5/19・20 5/4  

第 19 回九州成年選抜野球大会 成年 
武雄 

杵島 
4/7～8 3/19 宮崎 8/11～12 7/27  

一部 鳥栖 5/12・13・19 4/26 福岡 7/28 7/13 福島 9/21～24 8/18 
高松宮賜杯第 56 回全日本軟式野

球大会 二部 
鹿島 

藤津 
5/19・20・26 5/2 長崎 7/28 7/13 広島 10/12～15 9/10 

第 31 回九州ミニ国体軟式野球大会 

（第 67 回ぎふ清流国体） 
フリー 佐賀 6/17・23・24 5/24 沖縄 8/17～19 7/27 岐阜 

9/30～ 

10/3 
9/5 

日本スポーツマスターズ 2012 

第 7 回九州軟式野球大会 
成年 佐賀 6/9～16 5/24 鹿児島 7/21 7/6 高知 10/20～22 8/29 

第 12 回全日本シニア軟式野球選手

権大会 
実年 鳥栖 6/16～17 5/24  岡山 10/13～14 8/19 

天皇賜杯第 67 回全日本軟式野球

大会 
A 級 

唐津 

佐賀 
7/21～29 6/28  沖縄 10/26～31 9/12 

第 16 回西日本軟式野球選手権大

会 
A 級 佐賀 8/25～9/1 8/9  福岡 11/9～12 10/10 

第 2 回九州都市対抗軟式野球大会 A 級 
第 16 回西日本選手権の上位 2 チーム

を推薦予定 
北九州 11/23～25 11/8  

第 50 回佐賀県アマチュア野球王座

決定戦 
フリー 

佐賀 

ほか 
9/15～17 8/14   

第 16 回実年軟式野球大会 実年 小城 9/22～23 9/6 熊本 11/3～4 10/19  

第 65 回県民体育大会 
一般 A 

一般 B 

佐賀･ 

小城・ 

多久 

10/20～21 8/20   

第 64 回佐賀県軟式野球選手権 フリー 
佐賀 

ほか 
10/13～ 9/20   

 

 



少年少年少年少年のののの部部部部（（（（中学生中学生中学生中学生）））） 

佐賀県大会 九州大会 
全国大会 

（西日本大会を含む。） 大会等名 区分 

開催地 期日 締切日 開催地 期日 締切日 開催地 期日 締切日 

佐賀県中学新人大会 中学 

三養基・ 

三神・佐賀 

ほか 

3/11・17 3/1   

第 26 回佐賀県中学野球大会 

（第 29 回全日本少年野球） 
中学 

県内 

13 支部 
4/21～5/6 4/7 大分 7/7～8 6/22 神奈川 8/20～23 7/27 

平成 24 年中体連軟式野球大会 中学 東部地区 7/29～30  福岡 8 月上旬  群馬 8/18～21 8/10 

佐賀フェスティバル 中学 佐賀ほか 8/4～19    

全国野球振興会杯中学野球交流大

会 
中学 佐賀ほか 8/25～26    

第 4 回全日本少年春季軟式野球大

会 
中学 唐津 10/20～21  沖縄 11/17～18 11/2 静岡 3/23～26 1/24 

第 14 回ドリーム旗争奪大会 中学 佐賀ほか 11/3～18  福岡 3/24～25 1/12  

 

学童学童学童学童のののの部部部部（（（（小学生小学生小学生小学生）））） 

佐賀県大会 九州大会 
全国大会 

（西日本大会を含む。） 大会等名 区分 

開催地 期日 締切日 開催地 期日 締切日 開催地 期日 締切日 

高円宮賜杯第 32 回全日本学童軟

式野球大会 
学童 

県内 13 支

部 
5/26～7/1 4/16  東京 8/12～17 7/4 

第 19 回西日本学童軟式野球大会 学童 諸事情により派遣なし  大阪 8/24～26  

第 25 回九州学童軟式野球大会 学童 

高円宮賜杯第 32 回全日本学童軟式

野球佐賀県大会の上位入賞チームよ

り推薦予定 

宮崎 8/25～26 8/10  

第 43 回佐賀県少年野球選手権大

会 

（NTT 西日本杯争奪大会） 

学童 佐賀 8/4～7 7/18   

第 10 回王貞治杯九州学童軟式野

球大会 
学童 

佐賀県少年野球選手権の入賞チーム

より推薦予定 
佐賀 11/23～24 11/8  

第 27 回学童オリンピック（軟式野球

競技） 
学童 佐賀 

10/27～

11/3 
10/11   

 


