
No 場　　所 備　　考

1 第５５回全日本実業団男子ソフトボール選手権大会青森県予選会

2 第３６回全日本クラブ男子ソフトボール選手権大会青森県予選会

3 第２５回三沢地区ソフトボール中学校大会 ５月２日（土）、予備日３日（日） 南山屋外運動場 委託事業

4 第１５回三沢市ソフトボール選手権大会 ５月１７日（日） 南山屋外運動場 主催事業

5 上北郡中学校（中体連）大会 ６月１３日（土）～１４日（日） 他事業（審判員派遣）

6 日本スポーツマスターズ２０１５　ソフトボール競技女子青森県予選会 ６月２８日（日） 南山屋外運動場 依頼主管事業

7 平成２７年度三沢市ソフトボール協会会長杯 ７月１２日（日） 南山屋外運動場 主催事業

8 第６６回北奥羽総合体育大会 ７月２５日（土）～２６日（日） 参加事業（帯同審判員派遣）

9 第７０回市町村対抗青森県民体育大会 ８月　８日（土）～　９日（日） 上北地区（東北町） 参加事業（帯同審判員派遣）

10 平成２７年度市民ウォークの集い支援 ９月２７日（日） 市民の森 ARROWS：3名支援

11 第１回青森県男子・女子ソフトボール選手権大会 時期検討中（９月２０日） 八戸・三沢・三戸 主催事業（各ブロック）

場　　所 成　果　等

1 理事会 随時開催 その都度指定 必要の都度

2 総会 平成２８年３月開催 指定場所

3 審判員・記録員伝達講習会（青森県ソフトボール協会） 平成２８年３月２０日（日） 東北町・指定場所 審判員・記録員参加

4 各学校関係練習試合への支援 通年 三沢市内学校等 審判員が必要の都度

5 三沢市自治振興公社への支援 １０月 指定場所 協力事業（審判員・指導者等）

期　　日

事　　業　　名

そ　の　他　の　事　業

その他の事業

平成２７年度　三沢市ソフトボール協会事業計画

４月２５日（土）、
予備日２６日（日）

南山屋外運動場 依頼主管事業

開　　催　　日



No 大　　会　　名 締切日 抽選日 開　　催　　日 開催支部（会場）

1 第５５回全日本実業団男子・女子ソフトボール選手権大会青森県予選会

2 第３６回全日本クラブ男子・女子ソフトボール選手権大会青森県予選会

3 平成２７年度青森県高体連ソフトボール競技　春季大会 　５月　９日（土）～１１日（月） 高体連（青森市）

4 第３６回全日本クラブ男子ソフトボール選手権大会東北予選会 ５月　３日 監督会議22日 　５月２３日（土）～２４日（日） 青森市：スポーツ広場

5
第２９回全日本小学生男子・女子ソフトボール大会青森県予選会
　兼第７回ミズノカップ東日本小学生男子・女子ソフトボール大会青森県予選会

４月１１日 ５月１２日
　５月３０日（土）～３１日（日）
　６月１３日（土）～１４日（日）

西北　十和田市
西北　（決勝）

6 第６８回青森県高等学校総合体育大会　ソフトボール競技 　６月　６日（土）～　８日（月） 高体連（東北町）

7
第６１回全日本総合男子ソフトボール選手権大会青森県予選会
第６７回全日本総合女子ソフトボール選手権大会青森県予選会

５月２５日 ５月２７日 　６月１３日（土）～１４日（日） 八戸市：新井田公園

8
第１５回全日本中学生男子・女子ソフトボール大会青森県予選会
　　　　　　　【兼青森県ＮＴＳジュニア育成選手選考会】

６月　８日 ６月１０日
　６月２７日（土）～２８日（日）
　７月　４日（土）～　５日（日）

上北郡　弘前市
上北郡　（決勝）

9 第２回青森県男子ソフトボール大会　※新規 ６月　１日 ６月　３日 　６月２７日（土）～２８日（日） 八戸市：新井田公園

10 日本スポーツマスターズ２０１５　女子ソフトボール競技　青森県予選会 ６月　８日 ６月１０日 　６月２８日（日） 三沢市：南山屋外運動場

11 第８回青森県民スポーツ・レクリエーション祭　女子ソフトボール ６月　８日 ６月１０日 　７月　５日（日） 青森市：スポーツ広場

12 第２０回全日本レディースソフトボール大会青森県予選会 ６月２２日 ６月２４日 　７月１１日（土）～１２日（日） むつ市：大平中学校Ｇ

13
第６６回青森県中学校体育大会　夏季大会
　　　　　　　【兼青森県ＮＴＳジュニア育成選手選考会】

６月２９日 ７月　１日
　７月１９日（日）～２０日（月）
 　　　２２日（水）予備日

中体連（青森市）

14
第１６回青森県小学生女子ソフトボール選手権大会
　兼第１４回内田清杯東北小学生男子・女子ソフトボール大会青森県予選会

７月１３日 ７月１５日 　８月　１日（土）～　３日（月） 八戸市：新井田公園

15 第７０回市町村対抗青森県民体育大会 ７月初旬 　８月　８日（土）～　９日（日） 上北地区（東北町）

16 第２６回ミズノオープン男子ソフトボール青森県大会 ８月１０日 ８月１２日 　８月２９日（土）～３０日（日） 十和田市：南運動広場

17 第２３回青森県障害者スポーツ大会　ソフトボール競技 　９月初旬（開催支援） 青森市：

18 第１回青森県男子・女子ソフトボール選手権大会　※新規 ８月３１日 ９月　２日 　９月２０日（日） 西北：大高山運動公園

19 平成２７年度青森県高体連ソフトボール競技　新人大会 　９月２６日（土）～２８日（月） 高体連　※変更あり？

20
平成２７年度青森県中学校女子ソフトボール選手権大会
　兼第２６回東北中学校男子・女子ソフトボール選抜大会青森県予選会

９月１４日 ９月１６日 １０月　３日（土）～　４日（日） 弘前市：多目的運動場

21 第９回春季全日本小学生男子・女子ソフトボール大会青森県予選会 １１月３０日 １２月　２日
１２月１９日（土）～２０日（日）
　　　 ２３日（水）～２４日（木）

中南：ひらかドーム

※１　全日本小学生大会兼東日本大会とする
※２　全日本中学生大会県予選会、中学校体育大会をNTSジュニア育成選手選考会とする。

平成２７年度　青森県ソフトボール協会事業計画

４月１０日 ４月１２日 　４月２５日（土）～２６日（日） 三沢市：南山屋外運動場



（２） 東北大会

No. 大　　　　会　　　　名 締切日 抽選日 日　　　　程 会　　　　場

１ 全日本クラブ男子ソフトボール選手権大会東北予選会 ５月　４日 監督会議席上 ５月２３日（土）～２４日（日） 青森市：スポーツ広場

（３） 全国大会

No. 大　　　　会　　　　名 締切日 抽選日 日　　　　程 会　　　　場

予定なし

２ 認定会・講習会等

No. 講　　習　　会　　・　　会　　議　　等 期　　日 会　　　場　　　等

１ 第２種・第３種公式記録員認定会 　４月１２日（日） 青森市：西部市民センター

２ 平成２７年度　指導者対象講習会 　４月１９日（日） 青森市：サンドーム（その他要望会場）

３ ＮＴＳジュニア育成研修会 　８月１６日（日） 東北南ふれあいドーム又は中学校等グランド

４ 準指導員養成講習会 １１月１日（日）～４週 青森市：サンワアリーナ他

５ ソフトボール指導者対象義務研修会 １１月８日（日） 青森市：サンワアリーナ他

６ 第３種公認審判員認定会 １１月８日（日）他 東北南ふれあいドーム及び希望支部

７ 第３種公式記録員認定会 １１月中旬 希望支部

平成２７年度
東北ソフトボール協会審判員・記録員伝達講習会

平成２８年３月５日（土）
　　　　　～３月６日（日）

平川市：ひらかドーム他

平成２８年３月１３日（日） 弘前市：克雪トレーニングセンター他

平成２８年３月２０日（日） 東北町：ふれあいドーム他

９ 東北総合体育大会参加　成年女子チーム　トライアウト 平成２７年５月 青森市又は東北町

３ 会議等

No. 講　　習　　会　　・　　会　　議　　等 期　　日 会　　　場　　　等

１
平成２７年度　青森県ソフトボール協会表彰式並びに
新春の集い

平成２８年１月１７日（日） 青森市：ウェディングプラザアラスカ

平成２７年度　東北ソフトボール協会常任理事会・理事会 時期については追って示す 弘前市：ホテル　ナクアシティ弘前

２ 常任理事会・理事会 時期については追って示す 青森市内施設

３ 評議員会 平成２８年３月２７日（日） 青森市内施設

４ 会計監査 平成２８年３月１９日（日） 青森市内施設

５ 各専門委員会 随時 各委員長指定会場

事務局

各委員長

※国際・第１種・第２種公認審判員及び公式記録員認定会開催については、審判委員会・記録委員会において検討するものとする。

担当委員長等

総務委員長・事務局

総務委員長・事務局

事務局

事務局

８
平成２７年度
青森県ソフトボール協会審判員・記録員伝達講習会

審判委員長・記録委員長

審判委員長

記録委員長

事務局・審判委員長・
記録委員長

技術委員長（国体強化委員長）

担当委員長等

記録委員長

指導者委員長

林ＮＴＳ担当者

指導者委員長

指導者委員長


