
 会報Noをクリック　(2023年度)

1 会報01 第1回　理事評議委員会・2023年度、県内大会予定表・スタートコーチ養成講習会・ソフトボールチーム県内キャンプ/合宿/交流試合・                                
令和４年度 鹿児島・佐賀エールプロジェクト障害者アスリートの交流

2 会報02 全九州中学生男女選抜大会(日置市)・・2023年度鹿児島県ソ協会、審判・記録伝達、事務局長会議(鹿児島市)・・第49回県ちびっこ一般の部大会(鹿屋市)

3 会報03 第49回県ちびっこ女子大会(鹿屋市)・・第41回全国高等学校女子選抜大会(桜島)・・第33回全九州小学生選抜男女大会(知覧)

4 会報04 第2回黒潮オープン(東市来)・・JOCジュニアオリンピックカップ:第19回都道府県対抗全日本中学生女子ソフトボール大会(千葉県千葉市)・・実業団男子選手権県予選(指宿市開聞)

5 会報05 クラブ選手権男女県予選(知覧町)・・九州実年大会県予選(鹿屋市)・・九州ハイシニア大会県予選(鹿屋市)

6 会報06 高校男女春季大会&九州大会県予選(東市来)・・中学生男女春季大会&九州大会県予選(東市来)

7 会報07 全日本総合選手権男女鹿児島県予選(知覧)・・第1回全九州中学生男子春季大会(鹿児島市)・・県選抜一般社会人(出水市)

8 会報08 西日本シニア県予選(姶良市)・・特別全国障害者スポーツ大会「燃ゆる感動かごしま国体」リハーサル大会(指宿市開聞・南九州市知覧)
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 会報Noをクリック　(2022年度)

1 会報01 第1回　理事評議委員会・第1回山口水産杯小学生選抜大会・第48回　県ちびっこソフトボール大会、一般の部・女子の部

2 会報02 第1回　鹿児島黒潮オープン(指宿市開聞)・・第32回全九州小学生選抜男女大会(知覧)・・第40回全国高校男子選抜大会(岐阜県開催)

3 会報03 令和4年度、西日本壮年男子県予選・令和4年度、全日本実業団男子県予選・令和4年度、全日本クラブ(男女)県予選・

4 会報04 令和4年度、九州実年県予選鹿屋市・九州ハイシニア県予選鹿屋市・県中学男女春季大会、東市来

5 会報05 県、高校男女春季大会(兼、九州高校クラブ県予選)　東市来・・全日本総合選手権男子県予選、知覧・・JDリーグ日置市大会

6 会報06 西日本シニア県予選(姶良)・・県一般社会人(出水)・・・西日本(実年・ハイシニア)県予選(伊佐)

7 会報07 JDリーグ日置市大会・・九州実業団(桜島)・・一般男子県予選(阿久根)・・全日本小学生県予選(霧島市)

8 会報08 九州地区大学(男女)春季大会(知覧)・・全日本クラブ男女ソフトボール選手権九州地区予選（開聞・知覧）

9 会報09 ねんりんピック県予選（東市来）・・高校選手権県予選男女（東市来）・・伊佐支部の大会

10 会報10 全日本シニア県予選（桜島）・・全日本壮年－マスターズ県予選（知覧町）・ソフトボールクリニック(山口水産主催)こけけドーム

11 会報11 全日本総合九州地区予選男子(桜島)・・全日本総合九州地区予選女子(知覧)・・中学クラブ男女(さつま町)

12 会報12 全日本実年県予選大会(霧島市)・・全九州高校女子大会(宮崎市)・・九州シニア県予選(曽於市)・・九州壮年県予選(鹿屋市)

13 会報13 令和4年度県中学校総合体育大会ソフトボール競技(県中体連主催)・・西日本男子県予選(鹿児島市)

14 会報14 令和4年度、九州中学校総合体育大会(長崎県)神村学園中等部優勝・・令和4年度、国体九州ブロック大会(熊本県開催)・・南日ナイター決勝大会(鹿児島市)

15 会報15 日本女子ソフトボールリーグ第3節鹿屋市大会(鹿屋市平和公園野球場)・・全日本総合女子選手権(知覧)・・栃木国体、成年女子・　　　　　　　　　　　　　　
・第14回㈱Misumi旗杯全九州選抜総合男子(桜島)

16 会報16 令和4年度、鹿児島県中学校(男女)新人戦(鹿児島市桜島)・・令和4年度鹿児島県高校(男女)新人戦(東市来)

17 会報17 第31回県総合選手権男女(知覧)・・第21回西日本一般男子(知覧)・・第41回県一般社会人(鹿屋)

18 会報18 県ソフトボール協会創立70周年記念式典(鹿児島サンロイヤルホテル)・・・県ソフトボール協会研修会支部対抗スローピッチ大会(鹿児島市七ツ島グラウンド)

19 会報19 2022年度　第47回　県ソフトボール協会研修会表彰式(鹿児島サンロイヤルホテル)・・2023年かごしま国体障がい者スポーツ大会関連フットソフ
トボール競技、審判/記録　講習会(知覧)
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  会報Noをクリック　・　2021年

1  会報01 2021年度日程表・全九州中学生男子・全九州中学生女子・全日本小学生女子

2  会報02
日本女子リーグ第1節出水大会・県ちびっこソフトボール大会・全国高等学校男子選抜・トド府県対抗中学生大会・伊佐支部春季大会・九州ハイシニア
県予選

3  会報03 西日本壮年県予選・全日本実業団男子県予選・全日本クラブ女子県予選・全日本クラブ男子県予選・九州実年県予選

4  会報04 高校春季大会女子県予選　・中学春季大会男女　・総合選手権県予選男女

5  会報05 高校春季男子県予選・県選抜一般男子・西日本シニア県予選・九州大会高校女子・九州大会高校男子

6  会報06 ねんりんピック鹿児島県予選・高校総体県予選男女・全日本シニア県予選

7 会報07 全日本壮年男子鹿児島県予選・全日本クラブ男子九州地区予選・全日本総合女子九州地区予選・西日本実年県予選・西日本ハイシニア県予選・

8 会報08 九州大学男女春季大会・中学生クラブ男女県予選・

9 会報09 全日本実年ソフトボール県予選・ハイシニア選手権県予選・全九州中学生男子大会・九州壮年県予選・九州シニア県予選・

10 会報10 中学校女子九州大会　神村学園優勝・西日本大学(男女)南九州市大会・伊佐支部主催の大会・

11 会報11
全日本中学生男子大会　オール鹿児島JHS優勝・国体九州ブロック・金メダル川畑　瞳　選手　県・鹿児島市民栄誉賞贈呈式・県ソ理事評議委員会・県中学新人男子
県予選・

12 会報12 MORI ALL WAVE KANOYA 日本女子リーグ3部優勝・県中学新人女子県予選・県高校女子新人戦

13 会報13 県高校男子新人戦・県総合選手権男女

14 会報14 九州地区大学男女秋季大会・県選抜一般鹿屋大会・令和3年度(2021)県ソフトボール協会　表彰者名
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　　　会報N0をクリック  2020年　

 1  会報01
 第1回評議委員会・2020年県大会日程表・チーム合宿・アナウンス研修・中高校生技術講習会・県協会役員・2020年度、審判記録伝
達

 2  会報02  ねんりんピック鹿児島県大会・九州壮年鹿児島県大会・九州シニア鹿児島県大会・特別、一般男子大会・新型コロナで中止の大会

 3   会報03  県ナンバーワン決定選手権大会・支部関連・県ハイシニア大会・県実年大会・県壮年大会・朝焼けの桜島

 4  会報04  県高校新人戦男女・県総合選手権男女 ・令和2年度鹿児島県総合選手権男女大会

 5  会報05  第15回全九州高等学校男女ソフトボール秋季大会・令和2年度準指導者養成講習会開講式・県中学新人戦男女大会
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会報N0をクリック  2019年度　

1  会報01 第1回評議委員会、記録国体2年前講習、県伝達講習、フットベースボール障害研修会、準指導者(1年資格)講習、ちびっひ県大会

2  会報02 全九州小学生選抜男女(九州大会)、都道府県対抗全日本中学生男子(鹿児島選抜準優勝)、九州ハイシニア県予選

3  会報03 高校男女春季大会、西日本壮年男子悔過予選、全日本クラブ男子県予選

4  会報04 全日本クラブ女子県予選、全日本実業団男子県予選、全日本総合男女県予選

5  会報05 ねんりんピック県予選、全日本一般男子県予選、西日本シニア県予選、県選抜一般男子

6  会報06 西日本実年県予選、西日本壮年山口県開催(薩摩十の字丸)優勝、西日本ハイシニア県予選伊佐支部の大会、種子島支部の大会

7  会報07 高等学校総合体育大会男女・九州大学男女春季大会・

8  会報08
全日本クラブ男女九州地区予選、全日本シニア鹿児島県予選、全日本壮年鹿児島県予選、種子島支部3種認定会、伊佐支部県民体育大会
代表戦

9  会報09 全日本教職員九州地区予選(開門町)・全日本実年県予選・全日本中学生(男女)県予選

10  会報10 九州シニア県予選 ・西日本男子県予選 ・全日本クラブ女子(ALSOK鹿児島ALLWAVE準優勝) ・全日本中学男子(オール鹿児島JHS準優勝)

11

 会報11
南日本新聞社杯ナイターソフトボール決勝大会　開会式・令和元年度国体九州ブロック大会・グランドソフトボール審判研修・

12 南日本新聞社杯ナイターソフトボール決勝大会スポーツ少年団記念試合

13  会報12 南日本新聞社杯ナイターソフトボール決勝大会　対独の部・混成の部　試合結果

14  会報13 全日本総合女子選手権(指宿市・南九州市)開催・県民体育大会男女

15 会報14 中間評議委員会・日ソ協会指導者通達・茨城国体結果・県中学男女新人戦

16  会報15 全九州壮年大会・(株）Misumi旗杯九州大会・県総合選手権男女

17  会報16 県一般社会人・西日本ハイシニア(知覧)・2019年度　県ソフトボール協会研修会(川内)　表彰

18  会報17 県ソフトボール協会研修会(川内)　支部対抗ソフトボール大会・屋久島支部リーグ戦結果・ASOBALL種子島教室・準指導者養成講習会

19
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Noをクリック　(2018年度、会報)

1 会報No1 評議委員会、ソフトボールチーム合宿、2018年度役員、2018年県大会予定表、県ちびっこ開会式、小学生選抜九州大会

2 会報No2 1部リーグチームによる技術講習会、平成30年度九州伝達、2020年国体関連(障害)研修会、2018年度指導者講習会

3 会報No3 実業団選手権男子県予選、高校男女春季大会、中学男女春季大会

4 会報No4 クラブ男女県予選、九州実年県予選、九州ハイシニア県予選、

5 会報No5 西日本壮年県予選、県選抜一般社会人(出水)、総合選手権男女県予選

6 会報No6 全日本一般男子県予選、西日本実年県予選、伊佐支部春季大会、九州地区大学男女大会

7 会報No7 高校男女県予選、ねんりんピック県予選、鹿児島市支部中学校大会

8 会報No8 全日本ハイシニア県予選、　全日本総合女子九州地区予選、全日本実年県予選、中学クラブ女子県予選

9 会報No9 九州シニア県予選、九州壮年県予選、中学校総体県予選、中学クラブ男子県予選、屋久島支部(熊毛郡体)、伊佐支部(県体予選)

10 会報No10 西日本一般男子県予選、全日本クラブ女子(全国大会知覧)、全日本中学生男子(全国大会大阪市)、全日本小学生(全国大会愛媛県松山市)

11 会報No11 平成30年度国体九州ブロック、南日本新聞社杯ナイターソフトボール決勝大会(単独・ 混成)、西日本一般男子ソフト

12 会報No12 県民体育大会男女・ Misumi旗杯九州大会

13 会報No13 福井国体グランドソフトボール・ 県高校新人大会・ 県中学新人大会

14 会報No14 県総合選手権男女・ 九州地区大学秋季大会・ 県選抜一般社会人

15 会報No15 県ソフトボール協会研修会　表彰　・ 支部対抗スローピッチ大会

16 会報No16
第1種公認審判認定・ ASOBALL(幼児対象)・ 屋久島支部リーグ戦・ 準指導者養成講習・ 種子島支部秋季大会・ 2種審判認定肝付支部・ 視聴覚障碍者国体関連・
霧島市女子総合秋季大会
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 Noをクリック　(2017年度)

1 会報No1 指導者講習会（こけけドーム）・全九州小学生選抜男女・2017年度日程表

2 会報No2 県伝達講習会(鹿屋)・県ちびっ子・総合選手権男女県予選・県中学春季男女

3 会報No3 全日本実業団県予選・指導者対象講習会鹿児島市・九州クラブ男女・西日本シニア県予選

4 会報No4 西日本壮年予選・ねんりんピック予選・西日本ハイシニア予選・大学男女九州大会

5 会報No5 県選抜一般男子・高校男女県予選・全日本一般男子県予選

6 会報No6 西日本実年・日本女子リーグキャンプ・全日本壮年・全日本シニア・全日本中学女子

7 会報No7 記録パソコン研修、中学クラブ全国大会優勝、西日本男子県予選、高校九州大会男子、九州シニア県予選

8 会報No8 国体九州ブロック長崎・九州ブロック少年団知覧大会・全国中学校大会日置市（中体連）

9 会報No9 南日本新聞社杯決勝大会・第32回全日本壮年大会、薩摩十の字丸ＳＣが準優勝・(株)Misumi旗杯大会

10 会報No10 県総合選手権　男子・女子・中学女子　　　・中学新人男子

11 会報No11 県高校新人男子・県高校新人女子・県中学女子新人戦・県一般社会人鹿屋・

12 会報No12 全九州高校男女秋季大会・全九州ハイシニア大会・種子島支部秋季一般男子・伊佐支部秋季大会

13 会報No13 県ソフトボール協会研修会、交歓会、スローピッチ大会、表彰者
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 Noをクリック　(2016年度)

1 会報No1 霜出　会長挨拶、県協会役員2016年～2017年、大会予定表、鹿児島市支部チーム紹介(南国どんこチーム・スポーツの力)

2 会報No2 女子ソフトボールチーム鹿児島キャンプ・技術講習会・県伝達講習

3 会報No3 第42回　県ちびっこソフトボール大会

4 会報No4 2020年国体に向けて南九州市準備委員会発起人会、第26回全九州小学生選抜男女大会

5 会報No5 28年度、指導者対象講習会・第2種公認審判員認定(鹿児島市)・県一般社会人(出水)・西日本ハイシニア(伊佐)

6 会報No6 28年度、高校選手権(高校総体)男女

7 会報No7 全日本総合男女(知覧)  ・ねんりんピック(日置)

8 会報No8 西日本実年(伊佐)・全日本一般(阿久根)・全日本壮年(知覧)

9 会報No9 クラブ男女旧地区予選・大学男女九州地区予選・全日本シニア(開聞)・グランドソフト盲人(鹿児島市)

10 会報No10 中学校総体男女県予選(日置)・中学生男女兼中学生クラブ県予選(日置、鹿屋)

11 会報No11 西日本一般男子(鹿児島市)・国体九州ブロック大会(宮崎県日向市)

12 会報No12 全日本大学(男女)選手権　鹿児島大会

13 会報No13 鹿児島県民体育大会　・岩手国体少年男女

14 会報No14 (株)Misumi杯、県一般社会人(鹿屋)

15 会報No15 県総合選手権男女、中学、第1種公認審判員認定会、ドーピング講習

16 会報No16 県協会研修、表彰、交歓会、支部対抗スローピッチソフトボール

17 会報No17 支部情報・中学男女新人戦・第3種認定講習鹿児島市
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 Noをクリック　(2015年度)

1 会報N01 入角　亨　会長挨拶　　　・27年度日程表

2 会報N02 女子リーグ合宿、県ちびっひ優勝チーム写真、全九州小学生選抜大会特集

3 会報N03 西日本壮年、九州大学、クラブ、実業団、実年、選抜一般男子

4 会報N04 日本女子ソフトボール1部リーグ第2節　鹿児島日置市大会特集

5 会報N05 一般男子阿久根、西日本実年伊佐、支部情報

6  会報N06 総合選手権県予選　　　高校総体県予選   　第2種公認審判員認定

7 会報No07 壮年選手権男子知覧・シニア選手権知覧・実年選手権さつま町・2種認定

8 会報No08 中学クラブ男子県予選・全日本クラブ男女県予選・ねんりんピック・九州壮年予選

9 会報No09 県民体育大会・国体九州ブロック、和歌山国体、南日本ナイター決勝大会

10 会報No10 全日本総合選手権知覧大会

11 会報No11 Misumi旗杯大会・県一般男子選抜鹿屋・西日本実年知覧・グランドソフトボール研修・27年度県大会1位、2位、3位

12 会報No12 27年度　県協会研修、交歓会・支部対抗ソフトボール大会

13

14
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Noをクリック　(2014年度)

1 会報N01 ・評議委員会、役員名簿、全九州小学生選抜大会、西日本壮年男子県予選、西日本シニア県予選、2014年度大会予定

2 会報N02 ・全日本クラブ男子県予選、全日本実業団男子県予選、全日本教職員選手権県予選、高校春季(男女)県予選、中学春季女子大会

3 会報N03・九州実年県予選、全日本クラブ女子選手権県予選、県選抜一般社会人、西日本実年県予選、全日本一般男子県予選

4 会報N04 ・全日本総合選手権(男女)県予選、ねんりんピック県予選、高等学校(男女)選手権県予選、

5
会報N05・全日本教職員九州大会、全日本壮年県予選、全日本シニア県予選、全日本総合男子九州大会、全日本実年県予選、九州壮年県予選、九州シニア県予選
、

6 会報N06 ・中学校総体県予選、全九州高校大会、西日本一般男子県予選、西日本小学生大会、

7 会報N07 ・神村学園高等部、高校総体全国制覇特集

8 会報N08・T-STARS、一般男子選手権全国制覇特集

9 会報N09 ・南日本新聞社杯決勝大会　　・県民体育大会

10 会報N10 ・長崎国体　少年男子優勝　特集

11 会報N11・県総合選手権　・県高校、中学新人戦

12 会報N12・西日本一般男子　　・26年度、県協会研修会

13 会報N13・県協会支部対抗スローピッチ　・国体少年男子祝勝会
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