
1 指導力向上講習会（学童・監督会議） - 4月21日 学童・高円

2 指導力向上講習会（少年・監督会議） - 4月22日 中学生指導者

3 指導力向上講習会（学童・監督会議） - 4月23日 学童・全道
4 指導力向上講習会（一般・監督会議） - 4月24日 一般　C級
5 指導力向上講習会（一般・監督会議） - 4月28日 一般　A・B級
6 指導力向上講習会（一般・審判） - 4月29日 一般・札幌市内野球団体
7 指導力向上講習会（学童・審判） - 4月30日 小学生指導者
8 指導者講習会(一般コーチ) - 11月18,19,26日 一般コーチ養成者
9 指導者講習会(学童コーチ) - 11月26日 学童コーチ養成者

予定チーム数 期間(予定) 期間(予定） 開催支部 期 　　間 開催地
＜一般＞

７回戦,　(決勝)９回戦
(表彰)　優勝・準優勝
７回戦,　(決勝)９回戦
(表彰)　優勝・準優勝
７回戦,　(決勝)９回戦
(表彰)　優勝・準優勝
７回戦　(決勝)９回戦
(表彰)　優勝・準優勝
すべて７回戦
(表彰)　優勝・準優勝
７回戦　(決勝)９回戦
(表彰)　優勝・準優勝
７回戦　(決勝)９回戦
(表彰)　優勝・準優勝
9回戦　
(表彰)　優勝・準優勝

選手権大会  (東日本軟式野球） 道央ブロック大会　8/11 (木・祝) 札幌支部 11/2～11/6 茨城県
第7回　全日本シニア軟式野球大会 土・日開催予定 すべて７回戦
およびシニア都市対抗予選  (道央ブロック) 代表2チームは南北海道大会へ (表彰)　優勝・準優勝

土・日・祝日開催予定 すべて７回戦/３位決定戦あり
優勝は札幌王座決定戦へ (表彰)優勝・準優勝・3位　個人賞

すべて７回戦　
(表彰)　優勝・準優勝・3位　個人賞

すべて７回戦　
(表彰)　優勝・準優勝
すべて７回戦　
(表彰)　優勝・準優勝

＜学童＞

6回または1時30分以内

(表彰)　優勝・準優勝

6回または1時30分以内
(表彰)　優勝・準優勝　2チーム全道へ

第14回 大和ユニフォーム旗争奪 開会式　8/27　麻生 すべて5回戦

学童フレッシュ・ジュニア選手権大会 土・日開催 (表彰)　優勝・準優勝

＜少年＞

中学 夏休み期間と土・日開催 中学新人戦

1・2年生 (表彰)優勝・準優勝・3位

＜女子＞

⑲ NPBガールズトーナメント2023 1 1 小学生 6/6 6/17～6/18 十勝 7/25～7/31 石川県

⑳ 第7回全日本中学女子軟式野球大会 3 3 中学生 6/6 6/17～6/18 十勝 8/17～8/23 京都府

美香保体育館他

9/5 9/16～9/18 石狩

東日本選手権大会

7/28～8/2 札幌 　　　 － 　　　  －

8/5～8/11 東京都

7/18

未定 未定

未定

- -

8/14～
8/17

神奈川県

⑱ 第15回 全日本少年 春季軟式野球大会 51 60 8/5～8/19 美香保

７/8～7/10 苫小牧

⑰ 第40回 全日本少年軟式野球大会 75 75 5/13～6/18 十勝
優勝　ベースボールフェスティバルへ出場予定

美香保 中学生 土・日開催
土・日開催　(表彰)優勝・準優勝・3位

7/4 7/15～7/18

⑯ 49 50

2024年

高円宮賜杯 第43回　全日本学童  

⑮ 第52回全道少年軟式野球大会 80 5/3～7/17

48

79

小学生

美香保 小学生

土・日開催予定 　　　 －

美香保 6/24～6/26 後志

　　　 －

10/1
王座決定
10/8～9

札幌 　　　 －⑩

➈

8/26～10/15 美香保 小４以下

⑭

- 　　　 －

5/3～5/2155
開会式 5/3 麻生同時開
催 　　　 土日祝日開催

6/13

　　　  －

⑪

　　　 － 　　　  －

⑬ 第19回　札幌軟式野球連盟会長杯 ＢＣ級選手権 28 30 9/23～10/22
美香保

野幌軟式 Ｂ・Ｃ

　　　  －

⑫ 第3回 札幌選抜選手権ムラカミ杯野球大会 8 15 7/17～9/17
麻生

野幌軟式
選抜 平日を含む土・日開催予定 　　　 －

美香保

　　　  －

第64回  市民スポーツ大会  軟式野球 21 25 9/9～9/23 A・B・C 土・日・祝日開催予定 　　　 － 　　　 －

第70回　たそがれ野球大会 34 40 5/13～9/30 美香保 Ｂ・Ｃ

6 6 8/19～8/27 野幌軟式 50歳以上 8/29 9/9 札幌

⑧ 知事杯　第23回 北海道軟式野球選抜 7 7 7/23～8/6 　野幌軟式 A
土・日開催予定

8/15 8/26～8/28 旭川

7/11 7/22～7/24⑤ 日本スポーツマスタースﾞ2023 軟式野球競技 15

2024年春

15 6/10～7/8

未定
9/22～9/25 北空知

2024年春

C 土・日開催予定

C 土・日・祝日開催予定

未定

未定

⑦ 第46回  東日本軟式野球 ２部 32 35 7/15～8/27 美香保

福井県

⑥ 第46回  東日本軟式野球 １部 11 11 7/22～8/20 美香保 B 土・日・祝日開催予定
9/12

40歳以上 土・日開催予定

② 高松宮賜杯 第67回 全日本軟式野球 1部

室蘭 9/15～９/18

大阪府

④ 第78回 国民体育大会 軟式野球 5 6 6/25～7/1 野幌軟式 A・B・C 土・日開催予定 7/18 7/28～7/31 函館 10/13～10/16 鹿児島県

③ 高松宮賜杯 第67回 全日本軟式野球 2部 22 25 5/13～6/18
美香保

野幌軟式

中島体育センター

締切

9/10～9/126/27

岩手県B 土・日開催予定

① 天皇賜杯 第78回 全日本軟式野球 21 20 6/3～6/17 野幌軟式 A・B・C 平日含む開催予定 7/4

6/27 ７/8～7/10 苫小牧 9/30～10/2

7/14～７/17 南空知 9/15～９/20 香川県

北海道軟式野球連盟　札幌支部

(札幌軟式野球連盟)

11 11 5/20～6/4
美香保

野幌軟式

令 和   5  年 度　　事　業　計　画　(予定が変更されることがあります)

No 大 会 名
令和4

チーム数 参加資格 備　　　  　 　考
北 海 道 大 会 全 国 大 会札幌支部大会

会場(予定)

美香保体育館他
美香保体育館他
美香保体育館
美香保体育館

美香保体育館他
美香保体育館他

中島体育センター


