
和 歌 山 県 大 会 近 畿 大 会 全 国 大 会

日 大会名 会場 日 大会名 会場 日 大会名 会場

11 定期総会 海南市民体育館 17～20 高校選抜男子（代表箕島高） 高知県高知市

18(25) 第18回全国障害者スポーツ大会県予選 粉河運動場（2面） 17～20 高校選抜女子（代表笠田高） 岐阜県揖斐川町

（ソフトボール・フットベースボール） 25～27 都道府県対抗全日本中学生男子大会 新見市/2/15

25～27 都道府県対抗全日本中学生女子大会 大阪市

25～27 春季小学生男子大会 宮崎市

25～27 春季小学生女子大会 広島県尾道市

26～29 第63回全国私立高校女子 滋賀県高島市

28～30 第5回全国私立高校男子 大阪府堺市

1(15) 第11回中ブロック県予選 河西緩衝緑地

1(15) 第13回ハイシニア県予選 同上　

7 審判委員会 海南市民体育館

19 高体連専門部顧問会議 笠田高校 20(27) 第39回クラブ女子近畿予選 兵庫県加古川市

20 第56回中学校選手権抽選会 明和中

28～30(5/3) 第56回中学校選手権 明和中

3～4 高校春季　兼　近畿予選 向陽高校 20(27) 第39回クラブ男子近畿予選 貴志川野球場ソフト場

6 指導者対象講習会 未定 20(27) 第64回教員大会近畿予選 滋賀県東近江市

13(20) 第30回近畿シニア県予選 かつらぎ町河南G 20(27) 第58回実業団男子近畿予選 奈良県広陵町

27(未定) 第39回クラブ女子近畿予選 兵庫県加古川市

2～3(4) 高校総体　兼　近畿予選 粉河運動場 9(10) 高校総体男子近畿予選 京都府

2（3） 中学校三県　県予選 高野口中 30～7/1(8) 第33回近畿小学生男子 滋賀県草津市

9 高校国体選考会・近畿公立会議 笠田高校 30～7/1(8) 第33回近畿小学生女子 滋賀県草津市

30～7/1(14) 第70回全日本総合女子近畿予選 京都府宇治市

24(7/1) 第15回一般男子県予選 貴志川ソフト場

同上 第8回近畿ハイシニア県予選 同上　(計２面)

30(7/1) 第18回中学生女子県予選 未定

14～15(16) 第63回全日本総合男子近畿予選 大阪府泉南市他 28-30 第58回実業団男子　（6/18) 福井県福井市

8(15) 第32回シニア　兼　第31回ねんりんピック 御坊藤田グランド 21～22(29) 第40回近畿レディース 奈良県広陵町 28-30 第58回実業団女子 (6/18) 宮城県東松島市

同上 第33回近畿壮年県予選 同上　(２面) 22～23(24) 第61回近畿高校男子 兵庫県但馬ドーム 28-30 第39回クラブ女子 (6/18) 鹿児島県南九州市

22(29) 第2回オープン大会（シニア） 貴志川ソフト場 22～23(24) 第61回近畿高校女子 兵庫県但馬ドーム 28-30 第39回クラブ男子　（6/18） 滋賀県

28～29(未定) 第30回近畿シニア 大阪府泉南市 28-30 第64回教員　　（6/18) 福島県いわき市

25～26(27) 第40回全国中学校総体県予選 紀之川中 28-31 第32回小学生女子  (6/15) 北海道倶知安町

28～29 三県大会県予選 市立和歌山高校

5(12) 第14回近畿一般男子県予選 海南市民球場 5～6(7) 第67回近畿中学校 大阪府交野市 3～6 第32回小学生男子　（6/22) 愛媛県松山市

26(未定) 第2回オープン大会（女性） 貴志川ソフト場 (2面) 8～10 第50回高校三県大会 和歌山県紀の川市 1～4 第70回高校総体女子 三重県熊野市

未定 中学三県大会 滋賀県 7～10 第53回高校総体男子 三重県熊野市

18～20 第72回国体近畿ブロック予選 和歌山県紀の川市 11～13 第18回中学生男子　(8/1) 大阪市

成年男子 粉河運動場 11～13 第18回中学生女子  (8/1) 大阪市

成年女子 粉河運動場 18～20 第40回全国中学校男子 鳥取県倉吉市

少年男子 粉河運動場 18～20 第40回全国中学校女子 鳥取県倉吉市

少年女子 粉河運動場 31～9/2 第53回大学男子選手権(7/14) 石川県小松市

21～23 第23回近畿公立高校研修会 粉河運動場 31～9/3 第53回大学女子選手権(7/15) 石川県金沢市

1～2(9) 第16回近畿エルデスト 貴志川ソフト場（2面） 1～3 第15回一般男子（7/23) 島根県雲南市

15～16(17) 第8回近畿ハイシニア 貴志川ソフト場（2面） 1～3 第27回実年大会（7/23） 岩手県花巻市

29～30(10/6) 第26回近畿実年 京都府宮津市 8～10 第33回壮年大会（7/30) 福岡県北九州市

29～30(10/7) 第14回近畿一般男子 大阪府貝塚市 15～17 第23回レディース大会(8/7) 愛知県豊橋市

15～17 第64回全日本総合男子(8/6) 京都府福知山市

15～17 第70回全日本総合女子(8/7) 茨城県常陸太田市

15～17 第18回スポーツマスターズ女子 北海道札幌市

15～18 第18回スポーツマスターズ男子 北海道石狩市札幌市

30～10/2 第73回国体・成年男子 福井県越前市

30～10/2 第73回国体・成年女子 福井県永平寺町

30～10/2 第73回国体・少年男子 福井県福井市

30～10/2 第73回国体・少年女子 福井県敦賀市

7(8) 第3回ナガセケンコー旗　オープン大会 粉河運動場（４面） 6～7(8) 第20回近畿エルダー 兵庫県姫路市 6～8 第32回シニア大会(8/28) 山梨県甲府市甲斐市

14(21) 病院協会県大会決勝 貴志川ソフト場(2面） 6～7(13) 第33回近畿壮年 滋賀県湖南市 13～15 第17回エルディスト大会(9/3) 奈良県天理市他

13～14 中ブロック実年大会 石川県輪島市 20～22 第13回ハイシニア(9/10) 大分県大分市

13～14 中ブロックエルダー大会 石川県輪島市

3～4(5) 高校新人大会 田辺市神島台 4～6 第31回ねんりんピック 富山県富山市

10～11(17) 中学校新人大会 粉河中学校 23～24(25) 近畿シニア親善大会 粉河運動場

（ねんりんピックリハーサル大会）

12～13 近畿理事会＆研修 京都府京都市

23～24 審判員・記録員　県内研修会 未定 16～17 審判員・記録員　近畿研修会 奈良県

未定 第37回高校選抜男子 東京都

10 定期総会 粉河ふるさとセンター 16～19 第37回高校選抜女子(1/22) 佐賀県佐賀市

24～26 第15回都道府県対抗全日本中学生男子大会 岡山県新見市2/15

24～26 第15回都道府県対抗全日本中学生女子大会 高知県高知市

24～26 第12回春季小学生男子大会（2/16） 徳島県徳島市

未定 第12回春季小学生女子大会（2/10） 東海ブロック

9

平成３０年度　行事計画表
（　）内は予備日 ２０１８年３月１２日現在

月

4

3

5

6

7

8

3

10

11

12

1

2

外野フェンス　２面

外野フェンス　４面

BSO電光掲示板

外野フェンス

BSO電光掲示板

外野フェンス

外野フェンス

外野フェンス　４面

交流試合あり


