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No. 月 大　　　会　　　名 開　　催　　期　　日 大　 会 　会 　場

① 4 第31回  関東小学生選抜ソフトボール大会
4/24(土),25(日)

緊急事態宣言に伴い、大会日短縮
葛飾区　柴又野球場

② 5 日本女子ソフトボールリーグ　1部大会

5/7(金)ナイター,5/8(土),9(日)

予10(月)

緊急事態宣言に伴い、大会中止

大田区　大田スタジアム

③ 8 第49回  関東中学校ソフトボール大会 8/7(土),8(日),9(月)
三鷹市　大沢総合G

調布市 　西町少年野球場・西町野球場

No. 月 大　　　会　　　名 開　　催　　期　　日 大　 会 　会 　場

1 第61回全日本実業団選手権大会都予選会 3/28(日),予4/4(日)
日の出町　谷戸沢グラウンド

【変更】武蔵村山市総合運動公園第一運動場

2 第42回全日本クラブ選手権大会都予選会 3/28(日),予4/4(日)
日の出町　谷戸沢グラウンド

【変更】武蔵村山市総合運動公園第一運動場

3 第1回東京都中学生春季大会兼全日本・関東大会都予選会
5/2(日),3(月),4(火),5(水)

緊急事態宣言に伴い、大会中止
西東京市　公園グラウンド他

第74回都民体育大会春季男子大会
5/15(土),16(日),22(土),予23(日)

緊急事態宣言に伴い、大会中止
江戸川区　篠崎公園A野球場ほか

第74回都民体育大会春季女子大会
5/15(土),16(日),22(土),予23(日)

緊急事態宣言に伴い、大会中止
武蔵村山市　総合グラウンド

5 第67回全日本総合男子選手権大会都予選会 5/15(土),16(日),29(土),予30(日)
福生市　福生市営福生野球場

あきる野市　あきる野市民球場

6 第73回全日本総合女子選手権大会都予選会 5/15(土),16(日),予29(土),30(日)

福生市　福生市営福生野球場

あきる野市　あきる野市民球場

青梅スタジアム　・　シクラメンスポーツ公園

7 第50回東京都壮年ファストピッチ大会兼全日本大会都予選会

5/16(日),23(日),予29（土）

緊急事態宣言、まん延防止等重点措置に

伴い、大会順延

7/18(日),25(日),8/1(日),予8/8(日)

三鷹市　大沢総合G

調布市 　西町少年野球場・西町野球

稲城市多摩川緑地公園ソフトボール場

8 第31回東京都エルダー大会兼全日本・関東大会都予選会

5/23(日),5/29(土),予5/30(日)

緊急事態宣言に伴い、大会延期

7/11(日),18(日)

稲城市　多摩川緑地公園球技場

日野市 万願寺中央公園グラウンド

9
第48回男子・第42回女子小学生春季大会

兼全日本・関東大会都予選会

5/15(土),16(日),

予5/22(土),23(日)
葛飾区　柴又野球場

10 第29回東京都シニア大会兼全日本・関東大会都予選会
6/5(土),12(土),13(日)

予19(土),7/3(土)

青梅市　永山公園グランド

瑞穂町　　シクラメンスポーツ公園

11
第75回東京都一般男子春季大会兼全日本

関東一般男子予選会・関東社会人男女大会都予選会
6/6(日),13(日),予20(日) あきる野市　小和田グラウンド

12
第75回東京都レディース大会

兼全日本・関東レディース、関東社会人男女大会都予選会
6/6(日),13(日),予20(日)、27(日)  板橋区/豊島区　荒川戸田橋緑地野球場

13 第30回東京都実年ファストピッチ大会兼全日本大会都予選会
6/26(土),27(日),7/4(日),

予7/11(日)

青梅市　永山公園グランド

瑞穂町　シクラメンスポーツ公園

福生市　加美平野球場

14 第24回東京都エルデスト大会兼全日本・関東大会都予選会

6/26(土),27(日),予7/4(日)

まん延防止等重点措置に伴い、大会順延

8/1(日),7(土),予8/8(日)

稲城市　多摩川緑地公園球技場

武蔵村山市総合運動場

15
第15回東京都ハイシニア大会（68歳以上）兼全日本大会都予選

会
7/10(土),17(土),予24(土) 福生市　福東グランドほか

16 第17回東京都ジョイフルスローピッチ大会 7/11(日),18(日),予25(日) 府中市  是政地区ソフトボール場

17 第25回関東ゆうあい大会
8/29(日)

コロナ感染拡大に伴い、大会中止
江戸川区　江戸川ソフトボール場

18 第19回東京都スーパーシニア大会 兼関東大会予選会

雨天順延に伴い大会日程追加

9/4(土),11(土),10/23(土),

11/6(土),予13(土)

青梅市　永山公園グランド

19 令和 2年度都民生涯スポーツ大会
9/4(土),5(日),11(土)

緊急事態宣言に伴い、大会中止
江東区　新砂運動場

20 第26回シニア健康スポーツフェスティバル

緊急事態宣言に伴い、日程変更

9/25(土),10/2(土),16(土),

24(日),30(土)

武蔵村山市　総合グラウンド

21 第76回東京都レディース秋季大会 10/17(日),24(日),予31(日)　
三鷹市　大沢総合G

調布市 　西町少年野球場・西町野球場

22 第48回男子・第42回女子小学生秋季大会
10/30(土),31(日),

予11/6(土),11/7(日)
葛飾区　柴又野球場

23 第46回東京都家庭婦人大会 11/7(日),11/13(土),予11/14(日) 稲城市　多摩川緑地公園球技場

24 第33回東京都壮年スローピッチ大会　（暫定） 11/7(日),11/13(土),予11/14(日) 稲城市　多摩川緑地公園球技場

25 第76回東京都一般男子秋季大会
11/20(土),21(日),23(火・祝),

予28(日)
八王子市　滝が原運動場

2021年度　東京都ソフトボール協会事業計画編成表
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No. 月 大　　　会　　　名 開　　催　　期　　日 大　 会 　会 　場

① 7 第32回オリンピック競技大会(東京2020)　女子ソフトボール大会
7/21(水),22(木),24(土),25(日)

26(月),27(火)

福島県　福島あづま球場 　7/21(水)

神奈川県　横浜スタジアム

① 9 第53回東京都市町村総合体育大会
9/12(日),19(日),25(土),

予18(土),20(日・祝),26(日)

新型コロナ感染状況を鑑み、大会中止

第5ブロック幹事

西東京市・清瀬・小平・東久留米・東村山

No. 月 大　　　会　　　名 開　　催　　期　　日 大　 会 　会 　場

1 東京都高等学校男子 春季ソフトボール大会 都大会
４/18(日),25(日),28(祝/木)

予5/9(日)
京華、早稲田実業、他

2 東京都高等学校女子 春季ソフトボール大会 支部大会 ４/18(日),予25(日)

3 東京都高等学校女子 春季ソフトボール大会 都大会
5/2(日),3(祝/月),4(祝/火)

予5(祝/水)

都立江戸川、桐朋女子、日体大桜華、

学習院女子、都立第一商業、愛国、都立第三商

業、共立女子第二

4
東京都高等学校総合体育大会ソフトボール

兼 全国高校総体女子東京都予選　支部大会
5/9(日),予16(日)

5
東京都高等学校総合体育大会ソフトボール

兼 全国高校総体女子東京都予選　都大会
6/6(日),13(日),19(土),予20(日)

6
東京都高等学校総合体育大会ソフトボール

兼 全国高校総体男子東京都予選　都大会
6/12(土),13(日),20(日) 京華、早稲田実業、他

7 高体連 公立選手権大会 7/17(土),18(日),8/1(日),2(月)

8 高体連 私学選手権大会
7/24(土),25(日),8/3(火),4(水)

予7/26(月),8/5(木)

9 8 高体連 公立新人選手権大会

8/28(土),29(日),9/19(日)

20(祝/月)

コロナ感染者の急拡大により、開催延期

11/21(日),23(火),27(土)

10 9 高体連 私学新人選手権大会
9/5(日),12(日),19(日)

予20(祝/月)

11 東京都高等学校女子 秋季ソフトボール大会 支部大会 10/3(日),予10(日)

12 東京都高等学校女子 秋季ソフトボール大会 都大会
10/31(日),11/7(日),14(日)

予11/21(日)

13 東京都高等学校男子 秋季ソフトボール大会 都大会 10/31(日),11/3(祝/水),7(日) 京華、早稲田実業、他

令和３年度　高体連関連大会
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