
2020/5/12時点
HP申込書類 申込
掲載予定日 締切

第75回国民体育大会軟式野球競技東京都選考会

（中止）

 ・関東ブロック(８月上旬 神奈川)

 ・国体(燃ゆる感動かごしま国体10/8～12)

◎東京都春季軟式野球大会

（中止）

◎第73回都民体育大会軟式野球競技

（中止）

　  

◎日本スポーツマスターズ軟式野球競技東京都大会

(中止）

　　　・日本スポーツマスターズ2020関東ブロック予選

 　　  (7/18,19 山梨)

　　　・日本スポーツマスターズ2020 

(9/19～22  愛媛)

◎東京都夏季軟式野球大会 7月 4日(土) 駒沢硬式、奥戸、稲城、板橋硬軟Ａ･10

5日(日) 奥戸、板橋硬軟Ａ･10、上井草Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ、町田市民

　1部：天皇賜杯第75回全日本軟式野球大会 11日(土) 奥戸、稲城、板橋硬軟Ａ･10

(10月末～11月初旬 岡山) 12日(日) 奥戸、板橋硬軟Ａ･10、上井草Ｄ、町田市民

　　 ：第74回関東軟式野球選手権大会 18日(土) 奥戸、稲城

(10/17,18 栃木） 19日(日) 小野路、奥戸、上柚木、上井草Ｄ、町田市民

　　 ：会長旗第54回関東選抜軟式野球大会 23日(祝) 上柚木、上井草Ｂ･Ｃ、小野路、町田市民

(10/17,18  群馬) 5/7 6/22  6 /26(金) 24日(祝) 小野路、町田市民

（木） （月） 代理抽選 25日(土) 稲城

　2部：第26回関東選抜軟式野球大会(1部)ミズノトーナメント 26日(日) 小野路

　(10/17,18 千葉) 8月2日(日) 上井草Ｃ･Ｄ

8月8日(土) 駒沢硬式

　3部：第26回関東選抜軟式野球大会(2部)ミズノトーナメント 8月9日(日) 駒沢硬式

　(10/17,18 千葉) 8月10日(祝) 駒沢硬式

 壮年：第12回関東壮年軟式野球選手権大会

(10/3,4 栃木)

8月29日(土) 駒沢硬式、小野路、稲城

◎東京都秋季軟式野球大会 9月 5日(土) 駒沢硬式、小野路、稲城、上井草A･D、板橋硬軟A･10

　　　安井誠一郎記念杯争奪選手権大会 12日(土) 駒沢硬式、稲城、板橋硬軟A･10

19日(土) 小野路、府中、昭島、八王子、稲城、立川、板橋硬軟A･10 

　1部：水戸市長旗第28回東日本軟式野球選手権大会 20日(日) 小野路、府中、昭島、八王子、稲城 

(10/30～11/3 茨城) 21日(祝) 小野路、府中、昭島、八王子

  2部：第43回東日本軟式野球大会1部 7/16 8/13  8 /20(木) 22日(祝) 小野路、昭島、駒沢硬式

(2021年) （木） （木） 代理抽選 26日(土) 駒沢硬式、小野路、稲城

27日(日) 駒沢硬式

  3部：第43回東日本軟式野球大会2部 10月 3日(土) 小野路、稲城

(2021年) 10日(土) 板橋硬軟A･10

24日(土) 昭島

31日(土) 小野路、稲城

11月 7日(土) 小野路、稲城

14日(土) 小野路、稲城

※役員(大会運営委員)　としての割当日に欠席のときは、前もって事務局に報告してください。

◎締切日 ・　監督会議につきましては、会議室の都合により日程が変更することもありますので、必ず大会要項をご確認ください。

　２０２０年度　　シードチーム　　（２０１９年度　ベスト４ ）

　　　１位  株式会社キャプティ　　　　　２位　株式会社スリーボンド　　　　　３位　東京日野自動車株式会社　　　　　４位　佐川急便 関東　

２０２０年度　　公益財団法人東京都軟式野球連盟大会日程（案）　

　　　　　　 （一　　般）　　　　

大　　　会　　　名 監督会議 会　期 球　場　名



2020/5/12時点
HP申込書類 申込
掲載予定日 締切

8月15日(土) 江北A、B、C、D、　目黒2面（予）

東京都少年秋季軟式野球大会（仮） 16日(日) 江北A、B、C、D、　目黒2面（予）

※全日本少年、都少年合同大会 7月14日 7月28日 8月4日 22日(土) 上井草A･B･C･D、上高田A･B、板橋硬軟A･10

(火) (火)  (火) 23日(日) 上井草A･B･C･D、板橋硬軟A･10

代理抽選 29日(予) 上井草A･D、上高田A･B、板橋硬軟A･10

◎第37回全日本少年軟式野球大会　東京都大会 30日(日) 板橋硬軟A･10

  リポビタントーナメント 9月6日(日) 板橋硬軟A･10

（中止） 9月13日(日) 板橋硬軟A･10

 

8月30日(日) 駒沢硬式、軟式Ａ・Ｂ 足立区内（4面）

◎東京都知事杯第6回女子中学軟式野球大会 9月6日(日) 足立区内（4面）

　エリエールトーナメント 9月13日(日) 駒沢硬式、軟式Ａ・Ｂ　足立区内

7/30 8/20 8/21 9月20日(日) 駒沢硬式、軟式Ａ・Ｂ

(木) (木)  (金) 9月21日(祝) 駒沢硬式、軟式Ａ・Ｂ

　　　　　　　 代理抽選

                    　 　

◎第52回東京都少年軟式野球大会

　アンダーアーマートーナメント

（中止）

9月13日(日) 奥戸球場、江戸川５面

◎東京都少年新人(中学)軟式野球大会 　  20日(日) 錦糸公園Ａ・Ｂ面

  コントリビュートトーナメント 8/5 8/26 9月3日 21日(祝) 江戸川４面

　 （水） （水） (木) 22日(祝) 江戸川４面（予備）

　・文部科学大臣杯全日本少年春季軟式野球大会  代理抽選 27日(日) 柴又第二C･D

　　日本生命トーナメント　　　　　　　　　　　（2021年） 10月4日(日) 奥戸球場

　・第23回関東・北信越少年新人（中学）軟式野球大会 18日(日) 奥戸球場（予備）

　　 　　　　　(11/7～11/8 栃木） 　

申込

締切

10月18日(日) 大田スタジアム、多摩川3

東京都学童秋季軟式野球大会（仮） 11月3日(祝) 駒沢軟式A･B

※全日本学童、都知事杯合同大会 8日(日) 駒沢軟式A･B　大田スタジアム

15日(日) 駒沢硬式

9/17 10/6 10/9 22日(日) 駒沢硬式、駒沢軟式A･B

◎第40回全日本学童軟式野球大会 （木） （火） （金） 23日(祝) 駒沢軟式A･B

  マクドナルド･トーナメント　東京都予選 代理抽選 29日(日) 駒沢硬式、駒沢軟式A･B

（中止） 　 12月 6日(日) 駒沢硬式、駒沢軟式A･B

　

　・第13回GasOneカップ学童軟式野球選手権大会 　

(9/12～9/13 埼玉) 　 　  

8月30日(日) 駒沢硬式、軟式Ａ・Ｂ 足立区内（4面）

◎東京都知事杯第９回女子学童軟式野球大会 9月6日(日) 足立区内（4面）

　エリエールトーナメント 9月13日(日) 駒沢硬式、軟式Ａ・Ｂ　足立区内

　　　 7/30 8/20 8/21 9月20日(日) 駒沢硬式、軟式Ａ・Ｂ

(木) (木)  (金） 9月21日(祝) 駒沢硬式、軟式Ａ・Ｂ

代理抽選

◎東京都知事杯第43回東京都学童軟式野球大会

　フィールドフォーストーナメント

（中止）

9月20日(日) 戸田橋８、硬軟A･10

◎東京新聞杯争奪第38回  　 21日(月) 戸田橋4～11、D･E･F

　東京都学童軟式野球大会新人戦兼 22日(火) 戸田橋5～11、C･D･E･F

　ニッポンハム杯第22回関東学童軟式野球秋季(新人)東京都大会 8/11 9/1 9月8日  26日(日) 戸田橋4～11、C･D･E･F

（火） （火） (火) 10月 3日(土) 駒沢硬式、戸田橋C･D･E･F

・日本ハム旗第22回関東学童軟式野球秋季(新人)大会 代理抽選  4日(日) 駒沢硬式、戸田橋D･E･F

　(11/21～11/22 鎌ヶ谷) 11日(日) 戸田橋C･D･E･F

・高野山旗学童軟式野球大会　　　　　　　　（2021年）    18日(日) 戸田橋E･F

・阿波踊りカップ　　　　　　　　　　　　　（2021年）

２０２０年度　　公益財団法人東京都軟式野球連盟大会日程（案）
　 （少　　年）

大　　　会　　　名
監　　督
主将会議

会　　期 球　場　名

（学　　童）

大　　　会　　　名
監督

主将会議
会　　期 球　場　名



申込

締切

10月18日(日) 大田スタジアム、多摩川3

◎東京都知事杯第３回 11月3日(祝) 駒沢軟式A･B　

  マクドナルド・ ジュニアチャンピオンシップ 8日(日) 駒沢軟式A･B　大田スタジアム

9/17 10/6 10/9 15日(日) 駒沢硬式

（木） （火） （金） 22日(日) 駒沢硬式、駒沢軟式A･B

代理抽選 23日(祝) 駒沢軟式A･B

29日(日) 駒沢硬式、駒沢軟式A･B

12月 6日(日) 駒沢硬式、駒沢軟式A･B

11月1日(日) 滝が原運動場5･6･7･8

セガサミーカップ学童軟式野球大会 3日(祝) 滝が原運動場1･2･9･10、セガサミー

9/24 10/8  10/16 8日(日) セガサミー　滝が原運動場5･6･7･8

（木) (木) (金) 15日(日) セガサミー（予備）

代理抽選

◎高松宮賜杯第64回全日本軟式野球大会(１部)

（中止）

　　

◎東京新聞カップ第43回関東学童野球大会

（中止）

　　　

11月21日(土)

◎日本ハム旗第22回関東学童軟式野球新人大会 22日(日)

　

（中止）　

（中止）　

強化試合

（中止）

関東大会　（案）

大　　　会　　　名
監督

主将会議
会　　期 球　場　名

2020年度　　公益財団法人東京都軟式野球連盟主管

　　全国大会　（案）

２０２０年度　　公益財団法人東京都軟式野球連盟主管

２０２０年度　　その他　（案）

 11/21(土)
球    場

日本ハムファイターズタウン鎌ヶ谷

２０２０年度　　公益財団法人東京都軟式野球連盟主管

東京都スポーツ事業団理事長杯
　駒沢ジュニアベースボール大会
　　　（東京都少年王座決定戦）

東京都スポーツ事業団理事長杯
　駒沢ジュニアベースボール大会
　　　（東京都学童王座決定戦）

東京都大会　（案）


