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第59回近畿春季軟式野球大会　　　　 ３月29日(日) 又一記念球場

　[予備日　４月12日(日)　五條上野公園野球場] ４月５日(日) 又一記念球場

第42回西日本軟式野球大会 （兼） 第59回近畿春季軟式野球大会 Ｂ 桜井市芝運動公園野球場（西側） ５月30日(土)・31日(日) 滋賀 ５月22日(金）～ 25日(月） 香川 ４月17日 ４月21日 各クラスの県大会優勝チームは西日本軟式野球大会に出場

　[予備日　４月５日(日)　Ｂ・Ｃ級：桜井市芝運動公園野球場] Ｃ 桜井市芝運動公園野球場（東側） ６月14日(日)・21日(日) 奈良 ６月５日(金）～８日(月） 広島 ５月４日 ５月６日 県大会準優勝チームは近畿春季軟式野球近畿大会に出場

高円宮賜杯第40回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント奈良県予選会

（兼）第20回奈良県知事杯争奪選抜学童軟式野球大会 ３月21日(土) １）五條上野公園野球場（Ａ）

 [予備日３月29日(日) 五條上野公園野球場] ３月22日(日) ２）五條上野公園多目的（Ｂ） 和歌山県 県大会準優勝チームは高野山旗全国学童軟式野球大会出場

 抽選会 ３月15日（日） 18時  桜井市立図書館 ３月28日(土) ３）阪合部グランド（Ｃ） 高野町 高野山旗大会には他ブロック1チームが出場(計2チーム出場）

 前日準備　3月20日（金）13時 ７月24日(金祝) 〜 29日(水) 久留米 　月　日 　月　日 県大会３位チームは筑後川大会に出場

文部科学大臣杯第11回全日本少年春季軟式野球大会日本生命トーナメント 少年 令和元年度実施 ３月21日(土) 〜 26日(木) 静岡 １月17日 １月21日 静岡市、富士市、島田市、焼津市、裾野市

第3回全日本シニア軟式野球大会 シニア ４月19日(日) ならっきー球場 ６月6日(土) 〜 ８(月) 岡山 ５月６日 ５月８日 倉敷市、総社市

第17回近畿軟式野球選手権大会　　 Ａ 令和元年度実施 ４月25日(土）・ 26日(日） 京都

第73回奈良県中学校選抜野球大会(兼)第37回全日本少年軟式野球大会 ４月25日(土) ならでんスタジアム 神奈川 優勝チームは第36回全日本少年軟式野球大会に出場

（兼）ほっかほっか亭カップ第44回近畿少年軟式野球大会奈良県予選会 ４月26日(日) ならでんスタジアム (横浜) 　横浜市　　横浜スタジアム　　近畿ブロックより２チーム

 [予備日　　５月４日(日） ならでんスタジアム] ４月29日(水祝) ならでんスタジアム 第42回全国中学校軟式野球大会

 抽選日 ４月11日(土)14時〜川西町川西文化会館・前日準備 ４月24日(金)13時 ５月３日(日) ならでんスタジアム ８月17日(月）～ 20日(木） 岐阜

第75回国民体育大会(軟式野球競技） ５月３日(日)
 [予備日　5月17日（日）　五條上野公園野球場］ ５月10日(日)
日本スポーツマスターズ２０２０愛媛大会 ５月３日(日) 五條上野公園野球場

 [予備日　６月14日(日）五條上野公園野球場] ５月31日(日) ならっきー球場

高松宮賜杯第64回全日本軟式野球大会 １部 又一記念球場  ６月28日(日）  ９月18日(金）～21日(月） 東京 ８月11日 ８月12日 　

 [予備日５月24日(日）１部：三郷中央公園多目的広場　２部：三宅健民グラウンド] ２部 吉野町吉野総合野球場  ６月27日(土） ９月４日(金）～７日(月） 北海道 ８月４日 ８月７日 　

第42回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団軟式野球交流大会奈良県予選会 ５月24日(日) ならでんスタジアム・緑ヶ丘球場

（兼）第33回近畿ﾌﾞﾛｯｸ少年団軟式野球交流大会県予選会 ５月30日(土) ならでんスタジアム・緑ヶ丘球場 大阪 ８月６日(木）～ ９日(日） 岩手 ７月４日

 [予備日　６月６日（土）奈良支部主管] ５月31日(日) ならでんスタジアム

天皇賜杯第75回全日本軟式野球大会　　　　　　 ５月31日(日) ならっきー球場 　 　 　

[予備日 ６月14日(日）又一記念球場] ６月７日(日) 又一記念球場 　 　

第71回奈良県民体育大会　（軟式野球競技）　Aゾーン（西側）Bゾーン（東側） ７月５日(日) 桜井市芝運動公園野球場 　 （予備日なし、試合形式による抽選で順位を決定）

N,P,B,ガールズトーナメント２０２０　　開会式　愛媛県 学童 　　 ７月31日(金) 〜 ８月６日(木) 愛媛 ６月19日 ６月25日 　

第61回奈良県学童軟式野球大会 ７月11日(土） 又一記念球場 第26回JR西日本大会８月21日(金)〜 大阪 月　日 月　日

（兼）ほっかほっか亭カップ第43回近畿少年軟式野球大会奈良県予選会 ７月12日(日） 桜井市芝運動公園野球場(西東) 筑後川旗第37西日本学童軟式野球大会 久留米 月　日 月　日

[予備日 ７月２３日(木祝）橿原ｿﾌﾄ] 抽選会７月５日(日) 18：00 桜井市立図書館 ７月18日(土） 大和高田市多目的総合グラウンド 阿波おどりカップ全国学童軟式野球大会2020 徳島 月　日 月　日

前日準備７月10日(金）13：00～ 橿原運動公園ソフトボール場

第24回西日本軟式野球選手権大会         ８月16日(日) 五條上野公園野球場

[予備日８月30日(日)五條上野公園野球場] ８月23日(日) 五條上野公園野球場

第75回近畿秋季軟式野球大会            Ｂ 10月10日(土)・ 11日(日) 兵庫 各クラスの県大会優勝チームは近畿秋季軟式野球大会に出場 

 [予備日 ８月16日(日）桜井市芝運動公園野球場 ] Ｃ 10月24日(土)・ 25日(日) 和歌山 　

第17回近畿地区都市軟式野球大会 一部 ならっきー球場 10月17日(土)・18日(日) 奈良 各クラス県大会優勝チームは近畿地区都市軟式野球大会出場

 [予備日９月27日(日)　一部：ならっきー球場　二部：ならでんスタジアム] 二部 ならでんスタジアム 11月21日(土)・22日(日) 大阪 一部近畿大会・予備日：11月９日(土）又一記念球場

第21回ろうきん杯学童軟式野球選手権大会 ８月29日(土) 桜井市芝運動公園野球場 県大会優勝チームは佐川印刷旗近畿学童軟式野球大会出場

（兼）佐川印刷旗第14回近畿秋季学童軟式野球大会奈良県予選会 ８月30日(日) 西垣林業グラウンド

[予備日　９月13日(日） 桜井市芝運動公園野球場] ９月６日(日)
抽選会 ８月16日(日) 18時 桜井市立図書館・当日準備　８月29日(土）13：00

第18回近畿軟式野球選手権大会　　 11月８日(日） 又一記念球場

 [予備日11月29日(日）又一記念球場] 11月15日(日） 吉野町吉野総合野球場

第13回近畿秋季少年軟式野球大会(新人戦) 中体連野球専門部主管 少年 10月中会期 佐藤薬品スタジアム他 11月21日(土)・22日(日） 大阪 静岡 月　日 月　日 新人戦１．２年生(佐藤薬品スタジアム）　

令和２年度審判技術講習会　県講習　全国大会目標　３月第２土日 ３月14日(土)・15(日) 佐藤薬品スタジアム  11月21日(土)〜23日(月祝) 奈良 ２月22日(土）～23日(日） 埼玉 川口市 さいたま市 県審判講習会協力チーム

第５回全日本女子中学軟式野球大会 少年 ８月20日(木)～ 27日(木) 京都

マクドナルド・カップ第5回学童４年生大会 ８月15日(土） 葛城農村公園 ９月19日(土)〜21日(月祝) 奈良 近畿大会から西日本大会へ

(兼)佐藤薬品工業旗第4回近畿学童軟式野球４年生大会 予備日　9月22日(火祝)

 [予備日：8月16日(日)葛城農村公園] 又一記念球場他

スポニチ杯第５回全日本軟式野球大会 Ａ

４ブロック指導員研修会 　 　 ２月29日(土）～ 3月１日(日） 岡山

令和２年度 事 業 計 画

大　　  　    　会　　      　　名 級
県　　　　　大　　　　　会 近　　畿　　大　　会 全　 国　・　西 　日　 本　 大　 会

備　　　　　　　　　考

県大会優勝チームは第58回近畿春季軟式野球に出場

３月29日(日)

学童

８月17日(月）～ 23日(日） 新潟 ７月28日 ７月29日

Ａ ５月30日(土)・31日(日) 和歌山 　

県大会優勝チームは高円宮賜杯全国大会に出場

７月23日(木祝）～ 27日(月） 　月　日 　月　日

少年

６月13日( 土） 兵庫 ８月17日(月）～ 20日(木） ７月13日 ７月17日

９月20日(日)・21日(月祝） 大阪 第44回近畿少年軟式野球大会へは中体連代表チーム参加

鹿児島 ９月３日 ９月４日

マスター  7月４日(土) 滋賀 ９月19日(土）～ 21日(月祝） 愛媛 ８月11日 ８月14日

Ａ 五條上野公園野球場  ８月８日(土）・ ９日(日） 滋賀 10月８日(木）～12日(月）

優勝・準優勝チームはほっかほっか亭カップ
第43回近畿少年軟式野球大会に出場
筑後川大会は高円宮賜杯３位チームが出場

５月17日(日) 大阪

学童

Ａ  ９月11日(金）～ 16日(水） 岡山

８月９日(日) 桜井市芝運動公園野球場

８月11日 ８月13日

学童  ９月20日(日)・21日(月祝） 大阪

Ａ 11月６日(金）～ ９日(月） 島根 ９月30日 10月５日

学童

９月13日(日)

学童
10月24日(土)・ 25日(日) 京都

Ａ 令和３年度開催


