
２０20年度　埼玉県大会・埼玉県予選会結果

埼玉県予選大会

フォルダー
番号

大       会       名 開催日 開催地 １　位　 ２　位　 全日本・関東大会成績

01 第４１回全日本クラブ男子選手権大会埼玉県予選 3/15・２2 熊谷市 原巽ジャガーズ 埼玉県庁クラブ （関東予選）大会中止

02 第４１回全日本クラブ女子子選手権大会埼玉県予選 3/15 毛呂山町 A．S．Sunflower ＲＵＳＨ (関東予選）大会中止

03 第1回関東総合選手権男子大会埼玉県予選 3/15・２2 熊谷市 ＯＭＩＹＡ　ＣＬＵＢ ＤＡＩＷＡクラブ (関東）大会中止

 第3５回全日本壮年大会兼第２０回スポーツマスターズ男子県予選  4/12・19 加須市 大会中止 （全日）（日マ）大会中止

第3３回全国健康福祉祭ねんりんピック県予選  5/3・10 入間市 大会中止 （全日）大会中止　

第25回全日本レディース大会 兼第38回関東レディース大会
第25回関東社会人（女子）大会県予選

4/12・19
上尾市 大会中止

（全日）（関東）（関社)大会
中止

 第6６回全日本総合選手権男子大会埼玉県予選  5/3・10 川越市 大会中止 （全日）大会中止

 第7２回全日本総合女子選手権大会埼玉県予選 5/10 毛呂山町 大会中止 （全日）大会中止

第34回全日本小学生男子大会県予選  5/3・5 深谷市 大会中止 （全日）大会中止

第34回全日本小学生女子大会県予選  5/４・5 深谷市 大会中止 （全日）大会中止

第29回全日本実年大会第14回東日本実年大県予選兼
第29回埼玉県ミドル大会

 5/10・17 越谷市 大会中止 （全日）（東日）大会中止

第20回日本スポーツマスターズ女子兼
第29回関東エルダー大会県予選

6/2・9 新座市 大会中止 （日マ）（関東）大会中止

第17回全日本一般男子大会兼第10回関東一般男子大会兼
第26回関東社会人男子大会県予選会

 5/31・6/1 鴻巣市 大会中止
（全日）（関東）（関社)大会
中止

 第37回関東小学生男子大会埼玉県予選 6/21・7/5 深谷市 大会中止 (関東）大会中止

第37回関東小学生女子大会埼玉県予選 6/28・7/5 深谷市 大会中止 (関東）大会中止

第34回全日本シニア大会県予選  5/24・31 さいたま市 大会中止 （全日）（関東）)大会中止

 第20回全日本中学生女子大会県予選  5/17・24 北本市 大会中止 （全日）大会中止

 第20回全日本中学生男子大会県予選  5/17 大会中止 （全日）大会中止



第19回全日本エルデスト大会兼第25回関東エルデスト大会県予選
第25回埼玉県エルデスト大会

 6/21・28 日高市 大会中止 （全日）（関東）大会中止

第75回国民体育大会ソフトボール競技　成年男子県予選  6/16 毛呂山町 大会中止 （国体）大会中止

第75回国民体育大会ソフトボール競技　成年女子県予選 大会中止 （国体）大会中止

第75回国民体育大会ソフトボール競技少年男子 大会中止 （国体）大会中止

第15回全日本ハイシニア大会県予選 6/20・27 さいたま市 大会中止 （全日）大会中止

17 第14回春季全日本小学生男子大会県予選 11/29・12/20 深谷市 太陽フェニックス 久下ドルフィンズ

17 第14回春季全日本小学生女子大会県予選 12/13・20 深谷市
深谷ジュニアソフト
ボールクラブ

指扇ライオンズ女子

13 第１７回都道府県対抗中学生男子大会県予選 11/10 行田市
秩父ユースソフト
ボールクラブ

ＳＡＫＡＥ.Ｊｒ.クラブ

13 第１７回都道府県対抗中学生女子大会県予選 11/10・17 行田市 埼玉レッドスティード 所沢オッキーズ

埼玉県大会

フォルダー
番号

大       会       名 開催日 開催地 優　　勝 準優勝 ３  位　

第20回ミズノオープン（一般男子）大会  9/6・13 毛呂山町 　　　　　大会中止

07 第8回埼玉県スパーイニア大会 9/3・9/10・9/17 さいたま市 浦和SG 新座シニア

16 第11回埼玉県ハイシニア大会
10/24・
11/2912/13

さいたま市 浦和SG  狭山ヴァルツァー

08 第３３回県民総合スポーツ大会ソフトボール競技（一般男子）  10/25・11/1 越谷市 秩父ブラックソックス 北小クラブ

09 第３３回県民総合スポーツ大会ソフトボール競技（一般女子） 10/18・25 所沢市 所沢オッキーズクィーン 狭山エンジェルス

06 第３３回県民総合スポーツ大会ソフトボール競技（壮年）  8/23･30 蓮田市 グリーンハート  ＯＭＩＹＡ　ＣＬＵＢ［４０’］ サントル・所沢山口

11 第２６回県民総合スポーツ大会ソフトボール競技（実年）  10/25・11/1 白岡市 ＳＲＦ 宮代ドリーム

15 第１８回県民総合スポーツ大会ソフトボール競技（シニア）  11/8・15･22 さいたま市 ＳＣちちぶ 浦和SG 久喜サークルワン・宮代シニアクラブ

12 第３３回県民総合スポーツ大会ソフトボール競技（小学生男子）  11/1・15 深谷市 川口選抜
長瀞スターズソフトボー
ルスポーツ少年団

久下ドルフィンズ・西小フレンズ

SPEED・ＴＳＭレディース

西門前ソフトボールクラブ・グリーンハート

①全国3月27日～鹿児島県、②関東栃木県

①全国3月27日～岡山県

①全国3月27日～福岡県

①全国3月27日～山口県、②関東栃木県

越谷老童・松伏スーパーじいちゃんず

ＳＣ三郷・蕨パピーズ

北本ハイシニアーズ・松伏じいちゃんずハイ



12 第３３回県民総合スポーツ大会ソフトボール競技（小学生女子）  9/22・29 深谷市 西少女ソフトクラブ 上沖ブルースターズ

第３７回土屋旗争奪（男子）大会 8/２・９ 久喜市 　　　　　大会中止

第３７回土屋旗争奪（女子）大会Ａクラス 7/2６・8/２・９ さいたま市 　　　　　大会中止

第３７回土屋旗争奪（女子）大会Ｂクラス 9/６・１３ さいたま市 　　　　　大会中止

第１５回土屋旗争奪（シニア）大会  9/2０・２７ 春日部市 　　　　　大会中止

10  第１９回埼玉県中学生大会（女子） 10/４・1１ 新座市 草加ＶＩＣＴＯＲＹ 埼玉ウインズ

10  第19回埼玉県中学生大会（男子） 10/4 新座市
秩父ユースソフト
ボールクラブ

SAKAE.JR.クラブ

第２７回埼玉県総合選手権男子大会  11/１・1８ ふじみ野市 　　　　　大会中止

第１７回　ジョイフルスローピッチソフトボール男女大会  ７/４   戸田市 　　　　　大会中止

第３９回埼玉県石黒硬記念中学生選抜ソフトボール大会 5/９・１０ さいたま市 　　　　　大会中止

20 令和２年度　彩の国ふれあいピック球技大会フットベースボール大会 11/１ 熊谷市 ボンドガールズ まりちゃんず

05 埼玉県スポーツ少年団中央大会（男子） 11/3・11/8 さいたま市
長瀞スタ－ズソフトボ
－ルスポ－ツ少年団

土呂スポ－ツ少年団

05 埼玉県スポーツ少年団中央大会（女子） 9/21・9/22 北本市 西少女ソフトクラブ
行田少女ソフトボールク
ラブ

中体連成績

フォルダー
番号

大       会       名 開催日 開催地 優　　勝　（第一代表） ２　位　（第二代表） 全日本・関東成績

令和2年度学校総合体育大会（女子）
第４2回全国中学校体育大会　　埼玉県予選会

7/11・18・22・
26

東松山市
鶴ヶ島市
毛呂山町

　　　　大会中止 （関東）大会中止

令和2年度学校総合体育大会（男子）
第４２回全国中学校体育大会　　埼玉県予選会

7/26 　　　　大会中止 （関東）大会中止

18 令和２年度新人体育大会兼県民総スポーツ大会（中学校） 10/24・26・27
東松山市

鶴ヶ島市　飯
能市

北本市立北本中学校 越谷市立栄進中学校

高体連成績

フォルダー
番号

大       会       名 開催日 開催地 １　位　（優　　勝） ２　位　（準優勝） 全日本・関東成績

行田少女ソフトボールクラブ・深谷ジュニアソフト

ボールクラブ

埼玉レッドスティード・Ｔｏｐｐｅｒｓ

　上木崎ソフトボ－ル少年団・仲本ソフトボ－ル少年団

上沖ブルースターズ・北本東小少女ソフトボールクラブ

深谷はばたき



第４６回関東高等学校男子大会県予選会  5/9・10 熊谷市 　　　　　大会中止 (関東）大会中止

第７０回関東高等学校女子大会県予選会  5/８･9・10 熊谷市 　　　　　大会中止 (関東）大会中止

04
令和２年度埼玉県学校総合体育大会
（高校の部　夏季大会　ソフトボール競技）(男子の部）  ８/２３・２９ 熊谷市 秩父農工科学高等学校  熊谷工業高等学校 （全国）大会中止

04
令和２年度埼玉県学校総合体育大会
（高校の部　夏季大会　ソフトボール競技）(女子の部）

８/２２・２３・
２９・30 埼玉栄高等学校 花咲徳栄高等学校 （全国）大会中止

14
第３３回県民総合スポーツ大会兼高校新人大会兼
第３９回全国高等学校男子選抜大会県予選

 11/1０・１5
さいたま市

戸田市
秩父農工科学高等学校  熊谷工業高等学校

14
第３３県民総合スポーツ大会兼高校新人大会兼
第３９回全国高等学校女子選抜大会県予選

11/10・14・
15 星野高等学校 伊奈学園総合高等学校

埼玉県男子リーグ

大       会       名 開催日 開催地 優　　勝 準優勝 ３　位

第３２回埼玉県男子リーグ1部大会
5/1７・7/1２
8/９・３０

　　神川町 大会中止

第３２回回埼玉県男子リ-グ1部チャレンジトーナメント ‛7/19.5・26 　　神川町 大会中止

第３１回回埼玉県男子リーグ1部入替戦 ８/３０ 　　神川町 大会中止

関東学生リーグ

フォルダー
番号

大       会       名 開催日 開催地 優　　勝 準優勝 　３　位

第１５回関東学生女子ソフトボール春季リーグ 5/２・４・９
毛呂山町
坂戸市

鶴ヶ島市
大会中止

第２０回関東学生女子ソフトボール秋季リーグ 10/10・11・17
毛呂山町
坂戸市

鶴ヶ島市
大会中止

埼玉県開催　関東大会

フォルダー
番号

大       会       名 開催日 開催地 優　　勝 準優勝 　３　位

21 ２０２０関東小学生男子ソフトボール交流大会   ８/２２･２３ さいたま市 松戸ＪＳＬグリーンレイズ西　　湘

21 ２０２０関東小学生（女子）ソフトボール交流大会   ８/２９･３０ さいたま市 柏・船橋ソフトボールクラブ 松戸ＪＳＬホワイトレイズ

第３７回関東小学生男子大会 ８/２２･２３ さいたま市 大会中止

第３７回関東小学生女子大会 ８/２２･２３ 鴻巣市 大会中止

指扇ライオンズ女子・上沖ブルースターズ

鶴見クラブ・前貝塚ソフトボールクラブ


