
埼玉県予選大会

開催日 大       会       名 開催地 １　位　（優　　勝） ２　位　（準優勝）

3/23・30 第３５回全日本クラブ男子選手権大会県予選 本庄市 原巽ジャガーズ 日本板硝子関東販売ＳＣ

3/23 第３５回全日本クラブ女子選手権大会県予選 本庄市

3/29・4/5 第１４回関東スーパーシニア大会県予選 さいたま市 上尾ハイシニアーズ 狭山茶ワーズ

3/30･4/6 第２５回関東クラブ男子大会県予選 寄居町 ＤＡＩＷＡクラブ 新田クラブ

3/23・4/6 第２４回関東小学生男子選抜大会県予選 越谷市 東内野少年ソフト
文蔵ソフトボール
スポーツ少年団

3/22・23
第２４回関東小学生女子選抜兼
第６回東日本小学生女子大会県予選

行田市 白岡ソフトクラブ 指扇ライオンズ女子

4/6 第５４回全日本実業団第２５回関東実業団県予選 寄居町 ボッシュ株式会社 ＪＡＳＤＦ熊谷

4/13・27
第１４回日本スポーツマスターズ兼
第２３回関東エルダー大会県予選

戸田市 北本ランナウェイ ＡＬＷＡＹＳ

4/20・5/11 第２９回全日本壮年大会 兼第１４回スポーツマスターズ県予選 戸田市 グリ—ンハ—ト OMIYA CLUB　[40’]

4/13・20 第６０回全日本総合選手権男子大会県予選 上里町 原巽ジャガーズ 城西大学

4/27 第６６回全日本総合女子選手権大会県予選 新座市 東京国際大学 城西大学

第２８回全日本小学生男子大会兼
第３１回関東小学生男子大会県予選

朝霞市 東内野少年ソフト 佐谷田ベアーズ

第２８回全日本小学生女子大会兼
第３１回関東小学生女子大会県予選

川口市
深谷ジュニアソフト
ボールクラブ

鶴ヶ島レッドファイターズ

4/27・5/4
第２７回全国健康福祉祭ねんりんピック県予選

滑川町 狭山ヴァルツァー 入間クラブ

5/11
第１３回全日本エルデスト兼
第18回関東エルデスト大会県予選

上里町 ニューフレンズ シルバーウイング

5/11・18
第２３回全日本実年第８回東日本実年大会県予選兼
第23回埼玉県ミドル大会

深谷市 SCちちぶ さいたまクラブ

第１４回全日本中学生大会埼玉県予選（女子） 埼玉レッドスティード 埼北ウィンズ

第１４回全日本中学生大会埼玉県予選（男子） 秩父ユースソフトボールクラブ 埼玉ジュニアスターズ

6/1・15
第１１回全日本一般男子大会兼第４回関東一般男子大会兼
第２０回関東社会人（男子）大会県予選会

東松山市 所沢狭山ヶ丘クラブ ハレーズＪ

6/15・29 第２８回全日本シニア大会埼玉県予選 深谷市 滑川シニア 入間クラブ

ＥＮＪＯＹ’Ｓ　(埼玉県予選会なし）

（全日）原巽ジャガーズ　初戦　

（東日）戸田ブロック２位　指扇予選
リーグ　（関東）白岡ソフト　初戦

（全日）東京国際　初戦

（全日）埼玉レッド　準々決勝

（全日）ニュ―フレンズ初戦
（関東）シルバーウイング初戦

（全日）SCちちぶ３回戦
（東日）さいたま　準優勝

(全日）滑川クラブ３位
（関東）上尾　３位・滑川　２回戦

(関東）上尾優勝　狭山準優勝

(関東）東内野ソフト　初戦

(関東）ＤＡＩＷＡ　初戦

全日本・関東大会成績

（全日）グリーンハート２回戦
（日マ）OMIYA準々決勝　　ＳＲＦ２回
戦

(関東）ＥＮＪＯＹ’Ｓ　敗者復活

（全日）原巽ジャガーズ　初戦

（日マ）Always２回戦　北本初戦
（関東）スプリングス　　３位

（関東予）ボッシュ　敗者復活
（関東）ＪＡＳＤＦ熊谷　２回戦

（全日）所沢狭山ヶ丘初戦
（関東）ハレーズＪ初戦
（関東社会)東二優勝

蓮田市

（全日）深谷ジュニア　初戦
（関東）鶴ヶ島、川越　２回戦

5/25・6/1

（全国）　雨天により大会中止

5/3・4

（全日）秩父ユース　優勝

（全日）東内野少年　２回戦
（関東）佐谷田　優勝　久下　２回戦



埼玉県予選大会

開催日 大       会       名 開催地 １　位　（優　　勝） ２　位　（準優勝）

6/15・7/6・13
第１９回全日本レディース大会 兼第３２回関東レディース大会
第２０回関東社会人（女子）大会埼玉県予選

上尾市
１９２クイーンズソフト
ボールクラブ

朝霞台中央総合病院
Ｖｉｃｔｏｒｙ

第６９回国民体育大会（成年男子）埼玉県予選 埼玉県庁クラブ 埼玉県大学選抜２０１４

第６９回国民体育大会（成年女子）埼玉県予選 城西大学 戸田中央総合病院

6/28・7/12 第９回全日本ハイシニア大会県予選 鴻巣市 入間クラブ 狭山ヴァルツァー

7/20・27・8/3 第１４回ミズノオープン（一般男子）大会 毛呂山町 秩父ブラックソックス ＳＤ ＣＬＵＢ

第８回春季全日本小学生大会（男子）県予選 南フェニックス 指扇ライオンズ男子

第８回春季全日本小学生大会（女子）県予選
深谷ジュニアソフトボール
クラブ

白岡ソフトクラブ

第１１回都道府県対抗中学生大会（男子）県予選
秩父ユースソフトボール
クラブ

埼玉ジュニアスターズ

第１１回都道府県対抗中学生大会（女子）県予選 オール埼玉Ｂ 埼玉レッドスティード

（関東）成年男子　敗復

２５（全日）埼玉選抜　　1回戦

２５（全日）指扇ライオンズ　2回戦

２５（全日）秩父ユース　2回戦

（関東）成年女子　敗復

さいたま市

11/2・9・16

11/15・16

毛呂山町

全日本・関東成績

（全日）１９２クイーン　初戦
（関東レディ）朝霞台３位・ボンバー２
回戦

２５（全日）佐谷田　2回戦

7/6

(全日）入間クラブ 2回戦

深谷市



埼玉県大会

開催日 大       会       名 開催地 １　位　（優　　勝） ２　位　（準優勝）

9/20・27 第５回埼玉県ハイシニア大会 毛呂山町 狭山ヴァルツァ― 幸手ハイシニア

10/19・ 26 第２７回県民総合体育大会（一般男子） 富士見市 所沢狭山ヶ丘クラブ ＤＡＩＷＡクラブ

11/2・ 9 第２７回県民総合体育大会（一般女子） 鴻巣市 ＳＰＥＥＤ ＴＥＡＭホワイトテール

9/14・10/5 第２７回県民総合体育大会（壮年） 上里町 グリーンハート Ｓ　Ｒ　Ｆ

10/１2・19 第２０回県民総合体育大会（実年） 越谷市 ＳＣちちぶ さいたまクラブ

11/2・9 第１２回県民総合体育大会（シニア） さいたま市 浦和ＳＧ シニア鶴ヶ島
入間クラブ
入間シニア

10/11・18 第２７回県民総合体育大会（小学生男子） 川口選抜
文蔵ソフトボール
スポーツ少年団

10/11・18 第２７回県民総合体育大会（小学生女子）
深谷ジュニアソフトボール
クラブ

草加オレンジメイツ

9/21・28 第３１回土屋会長旗争奪（男子）大会 川越市 川口バトラーズS.C 高篠クラブ

9/28・10/19 第３１回土屋会長旗争奪（女子）大会Ａクラス 朝霞市
１９２クイーンズ
ソフトボールクラブ

ＴＳＭレディース

9/28・10/12 第３１回土屋会長旗争奪（女子）大会Ｂクラス 蕨　市 川口スターズ ＡＬＷＡＹＳ

10/12・19 第９回土屋会長旗争奪（シニア）大会 さいたま市 入間シニア シニア鶴ヶ島

11/9・16
第２２回埼玉県総合選手権大会 白岡市 本庄ファイターズ ＤＡＩＷＡクラブ                 

第１３回埼玉県中学生大会（女子） 火の鳥ソフトボールクラブ 埼玉レッドスティード

第１３回埼玉県中学生大会（男子） 埼玉ジュニアスターズ 秩父ユースソフトボールクラブ

第１１回ジョイフルソフトボール男子大会 戸田アンクルA 戸田アンクルB

第１１回ジョイフルソフトボール女子大会 戸田グレイス 安行ＳＣミラクル

9/30
10/7・21

第２回埼玉県スーパーシニア大会 毛呂山町 シルバースターズ 上尾ハイシニアーズ

5/10・17 第３３回埼玉県石黒硬記念中学生選抜ソフトボール大会 さいたま市 鶴ヶ島市立藤中学校 深谷市立川本中学校

朝霞台中央総合病院Ｖｉｃｔｏｒｙ
ＴＥＡＭホワイトテール

狭山市

オール桶川市ソフトボールクラブA
埼北ウインズ

ＯＭＩＹＡ　ＣＬＵＢ［４０’］
中央ローハス

佐谷田ベアーズ
指扇ライオンズ男子

10/12・１３ 深谷市

上尾西部スーパーシニア
北本ヤングススーパーシニア

３  位　

川口ＳＢＣ　実年
川口ベッドコークス

9/6   戸田市

入間クラブ　 ・　宮代ハイシニア

北本リトルウィッチ―ズ
川口フレンズ

新座シニア　・　無限　　

浅間台ソフト ・  トダグレース

原巽ジャガーズ
こだまクラブ

ＵＳＣフリーダム ・ カシワクラブ

１９２クイーンズソフトボールクラブ
狭山エンジェルス

イーグルス
土合小ＰＴＡソフトボール



中体連成績

開催日 大       会       名 開催地 １　位　（優　　勝） ２　位　（準優勝）

7/19・22
23・25

平成２６年度学校総合体育大会（女子）
第３６回全国中学校体育大会

東松山市
鶴ヶ島市
毛呂山町

深谷市立花園中学校 鶴ヶ島市立藤中学校

7/26
平成２６年度学校総合体育大会（男子）
第３６回全国中学校体育大会

毛呂山町 参加チーム無

10/27・28・29 平成２６年度新人体育大会兼県民総合体育大会 さいたま市 越谷市立栄進中学校 春日部市立武里中学校

高体連成績

開催日 大       会       名 開催地 １　位　（優　　勝） ２　位　（準優勝）

5/10・11 第４０回関東高等学校大会男子県予選会 秩父農工科学高等学校 埼玉栄高等学校

5/9・10・11 第６４回関東高等学校大会女子県予選会 星野高等学校 埼玉栄高等学校

6/20・２１ 第４９回全国高等学校総合体育大会男子県予選　　　　　　　 埼玉栄高等学校 秩父農工科学高等学校

6/14・15
18・20・21 第６６回全国高等学校総合体育大会女子県予選　　　　　　　　　　 埼玉栄高等学校 星野高等学校

11/10・15
第２７回県民総合体育大会兼高校新人大会兼
第３３回全国高等学校選抜大会男子県予選

さいたま市
戸田市

秩父農工科学高等学校 埼玉栄高等学校

11/10・11
14・15

第２７回県民総合体育大会兼高校新人大会
第３３回全国高等学校選抜大会女子県予選

さいたま市
戸田市

花咲徳栄高等学校 埼玉栄高等学校

埼玉県男子リーグ

開催日 大       会       名 開催地 優　　勝） 準優勝

6/1・15
8/24・31

第２６回埼玉県男子リーグ1部大会 埼玉県庁クラブ 原巽ジャガーズ

8/3・17 第２６回埼玉県男子リ-グ1部チャレンジトーナメント 所沢ビッグワン ＤＡＩＷＡクラブ

8/31 第２６回埼玉県男子リーグ1部入替戦 こだまクラブリーグ残留

さいたま市
熊谷市

３　位

熊谷市

全日本・関東成績

（関東）花園中、藤中　初戦

(関東）星野準優勝・埼玉栄 ２回戦

本庄市

ＯＭＩＹＡ　ＣＬＵＢ

（全国）埼玉栄 　３位

全日本・関東成績

ＤＡＩＷＡクラブリーグ昇格

(関東）秩父農工優勝・埼玉栄準優勝

（全国）

（全国）

（全国）埼玉栄　３回戦



関東学生リーグ

開催日 大       会       名 開催地 優　　勝 準優勝

5/3・4・5 第９回関東学生男子ソフトボール春季リーグ 坂戸市
1部　城西大学
2部　千葉大学
3部　埼玉大学

1部　国際武道大学
2部　高崎経済大学
3部　文教大学

5/3・4・5
第９回関東学生女子ソフトボール春季リーグ 毛呂山町

鶴ヶ島市

1部　城西大学
2部　新島学園短期大学
3部　千葉大学

1部　山梨学院大学
2部　清和大学
3部　順天堂大学

10/11・12・18 第１４回関東学生女子ソフトボール秋季リーグ
毛呂山町
鶴ヶ島市
東松山市

1部　山梨学院大学
2部　東海大学
3部　順天堂大学

1部　東京国際大学
2部　清和大学
3部　筑波大学

日本リーグ・全国大会

開催日 大       会       名 開催地

5/31・6/1 　日本女子ソフトボールリーグ1部　埼玉大会　5節 戸田市

埼玉県開催　全日本・関東大会

開催日 大       会       名 開催地 優　　勝 準優勝

第１４回日本マスターズ大会ソフトボール競技　男子 戸田市 甲府コンバット 草津クラブ壮年

第１４回日本マスターズ大会ソフトボール競技　女子
白岡市

春日部市
レジェンド福岡 箕面ＭＡＰＬＥ

5/10・11 第１９回関東シニアソフトボール大会 毛呂山町 大和ファルコン 横浜マイティーズ

第２５回関東選抜中学生男子大会

第２６回関東選抜中学生女子大会

9/20・21・22

戸田中央総合病院　・　デンソー　・　伊予銀行　・　トヨタ自動車

福島橘リファインズ
サンレディース

幸袋クラブ
下関愛球クラブ　壮年

３　位

1部　関東学園大学
2部　山梨学院大学
3部　筑波大学

　３　位

参加チーム

1部　東京国際大学
2部　城西国際大学
3部　茨城大学

Ｈ27
3/14・15

毛呂山町

渡良瀬クラブシニア
上尾シニアーズ

1部　城西大学
2部　国際武道大学
3部　茨城大学


