
令和2年度連盟総会 一般 2月16日 10時～ 昭和電工ドーム会議室 2月1日
令和2審判講習会(4人制） 一般 2月10日 8時30分～ 日本文理大学球場 3月31日 昭和電工スタジアム 3/13～15 福岡 2/22～24 埼玉
令和2年審判講習会(3人制） 一般 2月23日 13時～ 多目的Ａ
第43回　軟式野球九州連合会会長杯 一般　A 2月2日 3/7,8 昭和電工スタジアム 3月24日 3月14日 4/4,5 大分・鶴崎・臼杵・津久見 5/9,10 佐賀 （ナイガイ）
第75回　国体軟式野球競技 一般　A 4月8日 5/4,5 昭和電工スタジアム 5月19日 3月14日 5/30,31,6/6,7 大分・鶴崎・別府 8/21～23 沖縄 10/8～12 鹿児島 （ケンコー）
天皇賜杯 第75回全日本軟式野球 一般　A,B 4月22日 5/9,10,16,17 昭和電工、多目的A 6月16日 3月14日 6/27,28,29 大分・鶴崎・別府・臼杵 9/11～16 岡山 （ケンコー）
第24回　西日本軟式野球選手権 一般　Ａ 6月24日 7/5,11 昭和電工スタジアム 8月18日 3月14日 8/29,30,31 県南 11/6～9 島根 （ケンコー）
第10回　九州都市対抗軟式野球選手権 一般　A,B 7月29日 8/8,9,9/6,12,13,19 昭和電工、多目的A 9月15日 3月14日 9/26,27 県北 11/13～16 福岡 （マルエス）
第42回　西日本軟式野球一部　 一般推薦　B 2月16日 3/1,7,8,15 多目的Ａ 3月17日 3月14日 3/28,29 日田・玖珠・由布 5/22～25 香川 （マルエス）
第64回　高松宮賜杯一部 一般　B 3月11日 3/20,22,4/5,12 昭和電工,多目的、松原西 5月12日 3月14日 5/23,24,25 豊肥 7/25 長崎 9/27～30 東京 （ケンコー）
第18回  鶴崎軟式野球B級選手権 （第12回めじろん杯）　　 一般　B 6月17日 7/12,19,24,26,8/2,9 多目的、松原西 10月6日 10月17日 10/31,11/1,3 竹田・大野 （ケンコー）
第42回　西日本軟式野球二部 一般推薦　C 2月16日 3/1,7,8,15,20 多目的、日吉原 3月31日 3月14日 4/11,12 別府・速杵 6/5～8 広島 （マルエス）
第64回　高松宮賜杯二部 一般　C 3月18日 3/29,4/5,12,19,26,29,5/6,10,17,24 日吉原、松原西 6月2日 3月14日 6/13,14,15 県南 7/25 福岡 9/4～7 北海道 （ケンコー）
第12回 めじろん杯C級選手権 一般　C 5月20日 5/31,6/7,14,21,28,7/5,12 多目的、日吉原、松原西 10月6日 10月17日 10/31,11/1,3 大分・鶴崎 （ケンコー）

第43回　鶴崎軟式野球連盟会長杯 一般　C 7月1日 7/19,23,24,26,8/2,9,16,23 多目的、日吉原、松原西 ケンコー
第43回　鶴崎軟式野球連盟理事長杯(Cクラス) 一般　C 8月19日 9/6,13,20,21,22,27,10/4,11,18 多目的、日吉原、松原西 ケンコー
第43回　鶴崎軟式野球連盟理事長杯(Bクラス) 一般　B 10月7日 10/25,11/1,3,15,22,23,29 多目的、昭和電工,松原西 ケンコー
第27回　九州地区成年選抜軟式野球大会 一般40歳以上 4月15日 5/4,5,6 日吉原、松原西 6月30日 3月14日 7/4,5 県北 10/24,25 大分 （ケンコー）
日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2020 一般40歳以上 3月4日 3/20,21,22,28 日吉原 5月12日 3月14日 5/16,17 県北 7/25 鹿児島 9/19～22 愛媛 （ケンコー）
第3回 全日本シニア大会兼（第19回　全九州実年県大会予選） 一般50歳以上 3月4日 3/20 松原西 4月7日 3月14日 4/18,19 別府 11/21,22 宮崎 6/5～8 岡山 （ケンコー）
令和2年度第56回 オールドボーイズ軟式ﾞ野球 一般40歳以上 9月19日 10/3,4,10,11 多目的、日吉原 11/7,8,14 大分・鶴崎 （マルエス）
令和2年度第73回 県民体育大会 一般　選抜 5月下旬 5月下旬 9/12,13 日田・玖珠 （ケンコー）
第16回　九州還暦軟式野球大会 一般59歳以上 　 　 　 11/21,22,28,29 熊本

　　　　九州　大会

令和2年度連盟総会 学　童 2月16日 13時～ 昭和電工ドーム会議室

令和2年度指導者講習会 学　童 2月16日 15時～ 昭和電工ドーム会議室

令和2年度春季審判講習会 学　童 2月23日 9時～ 多目的Ａ
第27回　ＴＯＳ小学生軟式野球県チャンピオン大会 学　童 2月16日 3/14,15,20,21,22,28,29 田中Ｇ､松原西 7月21日 7月25日 8/29,30,9/6 大分・鶴崎 ケンコー
高円宮賜杯第40回全日本学童軟式野球大会 学　童 3月28日 4/11,12,18,19,25,26,29,5/2,3,4,5 田中Ｇ､松原西 5月12日 5月16日 5/24,30,31 大分・鶴崎 8/17～23 新潟 ケンコー
第42回 スポーツ少年団交流学童軟式野球大会 学　童 4月25日 5/9,10,16,17,23,24,30,31,6/6,7 田中Ｇ､松原西 7月7日 7月11日 7/18,19,23 別府 8/14～16 大分 ケンコー
（全国大会は全日本学童準優勝ﾁｰﾑを派遣)
第25回　高野山大会 学　童 和歌山
阿波踊りｶｯﾌﾟ全国学童軟式野球大会2020 学　童 徳島
第32回　瀬戸内しまなみ海道交流少年野球大会 学　童 愛媛
第33回 九州学童軟式野球大会 学　童 8/8,9 宮崎
九州選抜学童軟式野球大会 学　童 福岡
みやざきフェニックス・リーグ杯2020 学　童 宮崎 ケンコー
第51回　県学童軟式野球選手権 ケンコー
（第18回　王貞治杯少年軟式野球予選)
第27回　鶴崎軟式野球連盟秋季学童軟式野球大会
(第11回　内川聖一杯大分市学童軟式野球鶴崎予選)

第23回　鶴崎軟式野球連盟学童軟式野球新人戦
（第18回　県新人学童大会)

ＯＡＢ第4回　オレンジボール学童大会 学童３年生以下 7月25日 8/8,9,10,22,23 田中G 10月20日 10月24日 10/31,11/1 別府 ケンコー

　　　　九州　大会

第37回　全日本少年軟式野球大会 中学生 4月18日 2月1日 4/25,26,291,5/2 大分・鶴崎・別府 7/4,5 佐賀 8/17～23 神奈川 ケンコー
第17回　九州中学生選抜軟式野球大会 中学生 3/20,21 福岡 ケンコー
第10回　県軟式野球連盟会長杯中学軟式野球選手権大会 中学生 2月1日 2月1日 3/14,15 大分・鶴崎 ケンコー
第12回　全日本春季軟式野球県予選 中学生 7月25日 7月25日 10/17,18 大分・鶴崎 11/7,8 福岡 3/（　）～（　） 静岡 ケンコー
第5回　全日本女子中学生軟式野球大会 中学生 8/20～27 京都 ケンコー

会　場 大会実施日
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別大興産・大洲軟式9月26日 10/10,11,17,18,24,25,31,11/1,3 田中Ｇ､松原西 12/5,6

11/21,22 佐賀

会　場

2020年度[令和2年度]　鶴崎軟式野球連盟　大会日程計画（案）
令和２年　２月　　鶴崎軟式野球連盟

　大　　会　　名 鶴崎軟式野球連盟　大会 大　分　県　大　会 　　九州　大会 　　　全国　大会 使用球
(県大会)一般の部 区分

会　場

抽選日 大会予定日 　会　場 締切日 抽選日 大会実施日 会　場 大会実施日 会　場 大会実施日 会　場

6月6日 6/20,21,27,28,7/4,5,12,18,19 昭電S､多目､田中G、松原西

全日本学童県大会準優勝チーム

使用球
(県大会)学童の部 区分 抽選日 大会予定日 　会　場 締切日 抽選日 大会実施日 会　場

　　　大　　会　　名 鶴崎軟式野球連盟　大会 大分県　大会 　　　全国　大会

大会実施日 会　場 大会実施日

全日本学童県大会の３位チーム
全日本学童県大会の３位チーム
支部枠２チーム
鶴崎支部推薦チーム
鶴崎支部推薦チーム

7月21日 7月25日 8/1,2,3 竹田

会　場大会実施日
使用球

(県大会)中学生の部 区分 抽選日 大会予定日

国東

　　　大　　会　　名 鶴崎軟式野球連盟　大会 大分県　大会 　　　全国　大会

8月22日 9/12,13,19,20,21,22,26,27 田中Ｇ､松原西 11月10日 11月14日 11/21,22,23学　童

　会　場 締切日 抽選日 大会実施日
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