
【第１号議案】

北信越ブロック各大会予選会 令和３年１１月１８日現在

大 会 名 開催県 会 期 申込締切日 監督会議 予選参加チーム数 北信越出場枠 全国大会（開催県・日程等）

栃木県

第４３回 ８月 ２６ 日(金) ８月 ２６日(金) 　１０月 ７日（金）

北信越国民体育大会 ～ ２８日(日） 午後３時より 　～１０日（月）

　予備日２９日(月)

電　話 0776－37－1711

長野県

７月　２日（土） 　９月 ３日（土）

　～５日（月）

　予備日 ３日（日）

電　話 076—451-0900

宮城県

７月 ２ 日（土） 　９月 １０日（土）

   ～３ 日（日） 　～１２日（月）

  予備日 ９日（土）

電　話 0776－36－1542

神奈川県

７月 ２ 日（土） 　８月 ８日（月）

   ～３ 日（日） 　～１４日（日）

  予備日 ４日（月）

電　話 076-268－4264

岩手県

　７月 ９日（土） 　月　　日（　）

　予備日 １０日（日) 所在地 珠洲市蛸島町鉢ヶ﨑1-4 ～　　日（　）

北信越ブロック講習会・研修会

大 会 名 開催県 会 期

会　場 福井フェニックススタジアム

宿泊先

電　話

会　場 実技：くびき球場　025-530-2360

座学：ホテルハイマート　025-543-3151

宿泊：　　〃　　

電　話

（2Ｐ）

令和４年度　第４０回
北信越ブロック審判技術講習会

新潟県 詳細については、実施要項参照

令和４年度
成長期のスポーツ障害予防・指導者
講習会

長野県
会　場 未定（塩尻市）

詳細については、実施要項参照
令和５年

１月を予定

１０月 ２１日（金）
～　２３日（日）

開催県を除く
各県１チーム
計４チーム

３チーム

会 場 備考

令和４年度審判指導員会研修会 福井県 詳細については、実施要項参照

日本スポーツマスターズ２０２２ 石川県 　　月　　日（　）
　月　　日（土）

午前９時より

会　場

電　話

珠洲市営野球場

0768-82－6166

８月 ２７日（土）
～　２８日（日）

開催県２チーム
他各県１チーム

計６チーム
１チーム

所在地 金沢市北塚町東220
第３９回全日本少年軟式野球大会 石川県

会　場 石川県立野球場

　　月　　日（　）

なし
確認事項等がある場
合は事前に開催支部

に確認すること

本大会開催県
(長野県)を除く
各県１チーム
計４チーム

３チーム
長野県４チーム所在地 富山市下飯野30-1

高松宮賜杯
第６６回全日本軟式野球大会（２部）

福井県 ６月２１日（火）
 　７月 ２日（土）

午前８時より
各県１チーム
計５チーム

３チーム

高松宮賜杯
第６６回全日本軟式野球大会（１部）

富山県

会　場 富山市民球場

　６月 １８日（土）
　７月 ２日（土）

午前８時より

会　場 福井県営球場

所在地 福井市福町3－20

令和４年度　北信越ブロック各種行事日程（案）

会 場

福井県

会　場 福井フェニックススタジアム

各県１チーム
計５チーム

３チーム
所在地 福井市安田町14－1

各県体協の
実施要項を確認



北信越ブロック内での全国大会・中央大会・北信越大会
大 会 名 開催県 会 期 申込締切日 監督会議 参加チーム数 参加県枠 備考

会　場 しんきん諏訪湖スタジアム他 北信越　５チーム

５月 ２０日（金） 関　東　８チーム

～２２日（日） 所在地 諏訪市豊田811-1他 東　海　４チーム

予備日　２３日(月) 開催地　１チーム

電　話 0266-57-2811

会　場 こまつドーム 石川県　４チーム

１１月 ２６日（土） 富山県　１チーム

　　　２７日（日） 所在地 小松市林町ほ5 福井県　１チーム

新潟県　１チーム

電　話 0761-43-1677 長野県　１チーム

北海道　２チーム

９月 ３日（土） 会　場 松本市野球場他 関東・九州　４チーム

   ～５日（月） 東北・北信越・近畿

所在地 松本市浅間温泉１－９－１ 中国　３チーム

※監督会議、開会式は 東海・四国　２チーム

行わない。 電　話 ０２６３－４６－５５５５ 東京・沖縄　１チーム

開催地　4チーム

会　場 金沢市民野球場他

７月 ２９日（金）

～８月 ４日（木） 所在地 金沢市磯部町二45

電　話 076-251-8189

その他、北信越ブロック内関連大会

大 会 名 開催県 会 期 申込締切日 監督会議 参加チーム数 参加県枠 備考

会　場 石川県　チーム
　月　日（　） 所在地 富山県　チーム
　～　日（　） 会　場 福井県　チーム 全国大会（奈良県）　

所在地 新潟県　チーム 　８月４日～７日
長野県　チーム

会　場 しんきん諏訪湖スタジアム

　８月 ２日（火） 所在地 諏訪市豊田811-1他 各県大会要項参照 ８月　１日（月） 　１１チーム 開催県３チーム
　  ～ ３日（水） 会　場 伊那スタジアム 他　県２チーム 全国大会（北海道）　

 　予備日４日(木) 所在地 伊那市中央5488-4 　８月１８日～２２日
会　場

　　月　　日（木） 　　月　　日（　） 　１０チーム 北信越・東海
　～　　日（　） 所在地 　各県１チーム

　予備日　　日(　)
電　話
会　場 北海道

　　月　　日（　） 　　月　　日（　） 　２７チーム 東北・関東
　～　　日（　） 所在地 北信越・東海

　予備日　　日(　) 各都県　１チーム

電　話 開催地　５チーム

会　場
　　月　　日（　） 　　月　　日（　） 　１６チーム 各県１チーム
　～　　日（　） 所在地

　予備日　　日(　)
電　話

（3Ｐ）

水戸市長旗
第１２回東日本少年軟式野球大会

茨城県 実施要項参照

第２５回
関東・東北・北信越少年新人軟式野球
大会

栃木県 実施要項参照

詳細は実施要項
参照のこと

第４４回
全国中学校軟式野球大会北信越大会

長野県

詳細は実施要項
参照のこと

第５２回
中部日本地区選抜中学軟式野球大会

愛知県 実施要項参照

開 催 地 ・ 会 場

第４４回　全国スポーツ少年団
軟式野球交流大会・北信越大会

　　月　　日（　）
　　月　　日（　）

午前９時より
　チーム

ＮＰＢガールズトーナメント２０２２ 石川県 実施要項参照 実施要項参照 　　チーム
詳細は実施要項

参照のこと

高松宮賜杯
第６６回全日本軟式野球大会（１部）

長野県 実施要項参照 実施要項参照 ３２チーム
詳細は実施要項

参照のこと

詳細は実施要項
参照のこと

松井秀喜旗争奪
第１８回学童野球大会

石川県 実施要項参照 実施要項参照 ８チーム
詳細は実施要項

参照のこと

会 場

第１７回　五味博一旗
北信越・関東・東海ブロック
軟式野球大会

長野県 実施要項参照 実施要項参照 １８チーム


