
埼玉県予選大会

開催日 大       会       名 開催地 １　位　 ２　位　

3/14・28 第４2回全日本クラブ兼第2回関東総合選手権大会男子大会埼玉県予選 川越市 原巽ジャガーズ ＯＭＩＹＡ　ＣＬＵＢ

3/21 第４２回全日本クラブ女子選手権大会埼玉県予選 朝霞市 A．S．Sunflower

4/3・4.11 第２１回関東スーパーシニア大会埼玉県予選 深谷市 狭山ヴァルツアー 三郷スーパーシニア

 4/11・18  第36回全日本壮年大会兼第21回スポーツマスターズ男子県予選 加須市 グリーンハート ＳＲＦ

4/18･25 第34回全国健康福祉祭ねんりんピック県予選 鴻巣市 狭山ヴァルツアー 小川シニア

 4/11・18
第26回全日本レディース大会 兼第39回関東レディース大会
第27回関東社会人（女子）大会県予選

毛呂山町 狭山エンジェルス 192クイーンズ

4/18･25  第67回全日本総合選手権男子大会埼玉県予選 松伏町 埼玉県庁クラブ 原巽ジャガーズ

 4/11  第73回全日本総合女子選手権大会埼玉県予選 さいたま市 城西大学 淑徳大学

 5/2・4 第35回全日本小学生男子大会県予選 さいたま市 久下ドルフィンズ
太陽フェニックス
スポーツ少年団

 5/3・4 第35回全日本小学生女子大会県予選 さいたま市
深谷ジュニアソフト
ボールクラブ

指扇ライオンズ女子

 5/9・16
第30回全日本実年大会兼第15回東日本実年大県予選兼
第30回埼玉県ミドル大会

入間市 グリーンハート 鶴ヶ島クラブ

5/30
第21回日本スポーツマスターズ女子兼
第30回関東エルダー大会県予選

新座市 狭山エンジェルス 浅間台ソフト

 6/13･20
第18回全日本一般男子大会兼第11回関東一般男子大会兼
第27回関東社会人男子大会県予選会

熊谷市 前田フェニックス
上木崎小ＰＴＡソフト
ボール同好会

6/6・20  第38回関東小学生男子大会埼玉県予選 ふじみ野市
太陽フェニックス
スポーツ少年団

熊谷北部Ａ

6/13・20 第38回関東小学生女子大会埼玉県予選 ふじみ野市 指扇ライオンズ女子
狭山ライオンズソフト
ボールクラブ

 5/30・6/6 第35回全日本シニア大会県予選 深谷市 ＳＣちちぶ 小川シニア

 第21回全日本中学生男子大会県予選
秩父ユースソフト
ボールクラブ

Sakae.JR.Ｃｌｕｂ

 第21回全日本中学生女子大会県予選 埼玉レッドステｲード
埼玉オーステン
ｈｏｎｅｙｓ

5/23・30

２０21年度　埼玉県大会・埼玉県予選会結果

(関東）大会中止

(関東）三郷２回戦　狭山初戦

全日本・関東大会成績

（全日）原巽ジャガーズ　初戦

(全日）A．S．Sunflower　初戦

（全日）　（東日）大会中止

（全日）（関東）（関社)大会中止

（全日）久下ドルフィンズ２回戦
太陽フェニックス　初戦

（全日）大会中止

（全日）県庁クラブ　初戦

（全日）グリーンハート準優勝（日マ）中止

（全日）秩父ユース　初戦

(関東）大会中止

（全日）深谷ジュニア　３回戦

（全日）（関東）関社)中止

行田市

（全日）大会中止（関東）浦和ＳＧ優勝
小川シニア３位

（全日）埼玉レッドステｲード　優勝

（日マ）大会中止（関東）浅間台　初戦

（全日）城西大学　初戦



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

6/13
第20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26回埼玉県エルデスト大会

白岡市 浅間台ソフト Ａｌｗａｙｓ

第76回国民体育大会ソフトボール競技　成年男子選考会

第76回国民体育大会ソフトボール競技　成年女子選考会

6/26・7/10 第16回全日本ハイシニア大会県予選 さいたま市 浦和ＳＧ 越谷老童

R4/2/11・
2/13

第15回春季全日本小学生男子大会県予選 深谷市 太陽フェニックス 佐谷田ベアーズ

R4/2/12・13 第15回春季全日本小学生女子大会県予選 深谷市 指扇ライオンズ⼥子 深谷ジュニアソフト

11/7 第１８回都道府県対抗中学生男子大会県予選 Ｓ・Ｊ・Ｃ 熊谷ユース

10/31・11/7 第１８回都道府県対抗中学生女子大会県予選 埼玉レッドスティード 埼玉オーステンｈｏｎｅｙｓ

埼玉県大会

開催日 大       会       名 開催地 優　　勝 準優勝

 9/5・12 第21回ミズノオープン（一般男子）大会 毛呂山町

10/16・17 第12回埼玉県ハイシニア大会 所沢市

 10/10・17 第３４回県民総合スポーツ大会ソフトボール競技（一般男子） さいたま市

10/24・31 第３４回県民総合スポーツ大会ソフトボール競技（一般女子） さいたま市

 8/22・29 第３４回県民総合スポーツ大会ソフトボール競技（壮年） 戸田市 グリーハート ＢＥＡＲＳ壮年

 10/24・31 第27回県民総合スポーツ大会ソフトボール競技（実年） 熊谷市

 11/7・14 第19回県民総合スポーツ大会ソフトボール競技（シニア） 東松山市

 9/12・10/10 第３４回県民総合スポーツ大会ソフトボール競技（小学生男子） 熊谷北部Ａ 久下ドルフィンズ

 9/26・10/10 第34回県民総合スポーツ大会ソフトボール競技（小学生女子） 深谷ジュニアソフト　　　　ボールクラブ上沖ブルースターズ

8/1・22 第38回土屋旗争奪（男子）大会 久喜市 前田フェニックス リバーズ

8/1・29　　　　　　第38回土屋旗争奪（女子）大会Ａクラス 上尾市 TSMレディース 狭山エンジェルス 192クィーンズ・チアフル川口

9/5 第38回土屋旗争奪（女子）大会Ｂクラス 深谷市 川口スターズ 浅間台ソフト

9/14･21・28 第９回 埼玉県スーパーシニア大会 さいたま市 浦和ＳＧ 越谷老童

全日本・関東成績

（全日）大会中止
（関東）Ａｌｗａｙｓ・シルバーウング初戦

三郷スーパーシニア
スーパーさいたま６５

越谷市

３  位　

白岡高岩イヤーズ
指扇ライオンズ女子

　　　　　コロナ感染拡大の為大会中止

　　　　　コロナ感染拡大の為大会中止

　　　　　コロナ感染拡大の為大会中止

　　　　　コロナ感染拡大の為大会中止

　　　　　コロナ感染拡大の為大会中止

指扇ライオンズ男子・川口ＳＢＣ

越谷SC・中央ローハス

東二グリーンズ・大栄ハピネス

 6/13 鴻巣市
（国体）大会中止

（国体）大会中止

　　　　　コロナ感染拡大の為大会中止

新座市
2年度（全日）埼玉選抜　初戦

2年度（全日）埼玉選抜　３位

（全日）大会中止

2年度（全日）太陽スポ少　初戦

2年度（全日）深谷ジュニア　３位



開催日 大       会       名 開催地 優　　勝 準優勝

 9/26・10/10 第１６回土屋旗争奪（シニア）大会 春日部市

9/12・19  第20回埼玉県中学生大会（女子） さいたま市 埼玉レッドスティード 埼玉Ｒａｐｉｄ

9/12  第20回埼玉県中学生大会（男子） さいたま市
秩父ユースソフト
ボールクラブ

S・J・C 熊谷ユース

 10/3１・11/7 第29回埼玉県総合選手権男子大会 蓮田市

 ７/10 第１8回　ジョイフルスローピッチソフトボール男女大会   戸田市

5/8・9 第40回石黒硬記念選抜中学生大会ソフトボール大会 さいたま市 深谷市立深谷中学校 北本市立北本中学校

7/31･8/1 第４４回埼玉県スポーツ少年団ソフトボール中央大会　（男子） さいたま市
太陽フェニックス

スポ－ツ少年団
 常盤スポ－ツ少年団

10/2・3 第44回埼玉県スポーツ少年団ソフトボール中央大会　（女子） 北本市
狭山ライオンズソフト

ボールクラブ

行田少女ソフト

ボールクラブ

10/3１ 令和3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 熊谷市 ボンドガールズ まりちゃんず

中体連成績

開催日 大       会       名 開催地 優　　勝　（第一代表） ２　位　（第二代表）

7/10・17・24・
26

令和3年度学校総合体育大会（女子）
第４3回全国中学校体育大会　　埼玉県予選会

東松山市
鶴ヶ島市
毛呂山町

秩父市立第一中学校 草加市立谷塚中学校

10/23・25・26 令和３年度新人体育大会兼県民総スポーツ大会（中学校）
東松山市
鶴ヶ島市
毛呂山町

高体連成績

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

 5/8・9 第47回関東高等学校男子大会県予選会 秩父農工科学高等学校 熊谷工業高等学校

 5/7･8・9 第71回関東高等学校女子大会県予選会 埼玉栄高等学校 星野高等学校

 6/12・18
令和３年度学校総合体育大会兼 全国高等学校総合体育大会
(ソフトボール競技）埼玉県予選会（男子の部） 秩父農工科学高等学校 埼玉栄高等学校

6/1２・16・
18・21

令和３年度学校総合体育大会兼 全国高等学校総合体育大会
(ソフトボール競技）埼玉県予選（女子の部） 星野高等学校 埼玉栄高等学校

 11/1０・１5
第３4回県民総合スポーツ大会兼高校新人大会兼
第40回全国高等学校男子選抜大会県予選

秩父農工科学高等学校  熊谷工業高等学校

11/10・12・
15・16

第34県民総合スポーツ大会兼高校新人大会兼
第40回全国高等学校女子選抜大会県予選

星野高等学校 埼玉栄高等学校

草加市立谷塚中学校

東松山市立南中学校

３  位　

2年度（全国）秩父農工４回戦

2年度（全国）星野初戦

全日本・関東成績

全日本・関東成績

（関東）秩父第一・谷塚　初戦

　　　　コロナ感染拡大の為大会中止

　　　　コロナ感染拡大の為大会中止

（男子）1位行田シニアクラブ　（女子）1位シルバーウイング

　　　　コロナ感染拡大の為大会中止

埼玉オーステンｈｏｎｅｙｓ
火の鳥ソフトボールクラブ

長瀞スターズソフトボ－ルスポ－ツ少年団

東内野少年ソフト

鶴ヶ島レッドファイターズ

白岡西少女ソフトクラブ

熊谷市
さいたま市

戸田市

熊谷市
（関東）秩父農工.・熊谷工業　2回戦

(関東）埼玉栄　2回戦・星野　初戦

戸田市
熊谷市

さいたま市

（全国）秩父農工　初戦

（全国）星野　初戦



埼玉県男子リーグ

開催日 大       会       名 開催地 優　　勝 準優勝

5/30.8/1
8/22,9/5

第３３回埼玉県男子リーグ1部大会 原巽ジャガーズ ＳＣ三郷スターズ 横瀬クラブ

8/1 第３３回埼玉県男子リ-グ1部チャレンジトーナメント ALLSAITAMA DAIWAクラブ

関東学生リーグ

開催日 大       会       名 開催地 優　　勝 準優勝

5/1・2・3
4・5

第１６回関東学生女子ソフトボール春季リーグ
城西大学
東京国際

1部　山梨学院大学
2部　順天堂大学

1部　淑徳大学
2部　筑波大学

10/16･17
３0・31

第２０回関東学生女子ソフトボール秋季リーグ 鴻巣市
１部　東京国際大学
２部　東海大学

1部　城西大学
2部　城西国際大学

埼玉県開催　関東大会

開催日 大       会       名 開催地 優勝（第1代表） 準優勝（第2代表）

8/22･23 第４２回全日本クラブ男子ソフトボール選手権大会 熊谷市 原巽ジャガーズ 四街道クラブ

10/９･10 第３９回関東レディース大会 東松山市

上里町
本庄市

３　位

1部　東京国際大学
2部　城西国際大学

　　　　　　コロナ感染拡大の為大会中止

　３　位（第3代表）

厚木クラブ

1部　山梨学院大学
2部　白鷗大学

　３　位


