
2  ３／１２(日)  柏市青少年センター

3  ３／１２(日)

4  ３／１９(日)

5  ３／２６(日)

6  ３／２６(日)

7  ４／　２(日)

 ３／１１(土)

 スポ科２研14:00

 

 ３／２５(土)

 ４／２(日)

 ４／　８(土)  Ｓ・Ｃ(軟)

 ４／　９(日)  Ｓ・Ｃ(軟・ソ)

 ４／１５(土)  Ｓ・Ｃ(軟)

 

 ４／１５(土)

 ４／１６(日)

 ４／　８(土)  ４／２２(土)

宿研大ホール14:00  ４／２３(日)

 ４／２２(土)

 ４／２３(日)

 ４／２９(土)  Ｓ・Ｃ(軟・ソ)、市川市原木公園運動広場

 ４／３０(日)  Ｓ・Ｃ(軟・ソ)

 全日本壮年大会県予選会  男11

 ５／　３(水)  Ｓ・Ｃ(軟・ソ)、市川市福栄スポーツ広場

 ５／　４(木)  Ｓ・Ｃ(軟)

 ５／　４(木)

 ５／　５(金)

 ４／２６(水)  ５／１３(土)  千葉敬愛高  男３

 宿研３研　13:30  ５／１２(金)  Ｓ・Ｃ(軟・ソ)、他

 ５／１４(日)  Ｓ・Ｃ(軟・ソ)、他

 関東高校県予選会（女子）  ５／１５(月)  宮野木Ｓ・Ｃ野球場

 ５／１６(火)  Ｓ・Ｃ(軟・ソ)

  ５／２０(土)  Ｓ・Ｃ(軟・ソ)他

 ５／２１(日)  市川市福栄スポーツ広場

 ５／１３(土)  ５／２７(土)

 スポ科２研13:00  ５／２８(日)

 ５／２０(土)  ６／　３(土)  Ｓ・Ｃ(軟・ソ)

スポ科３･４研13:30  ６／　４(日)  Ｓ・Ｃ(軟・ソ)

 ６／１７(土)  犢橋公園野球場

 ５／２３(火)  ６／１０(土)

 宿研３研　13:30  ６／１７(土)

 ６／１０(土)

 ６／１１(日)

 ６／１７(土)

 ６／１８(日)

 ６／１０(土)  ６／２５(日)  Ｓ・Ｃ(軟・ソ)、市川市福栄スポーツ広場

 スポ科２研13:30  ７／　１(土)  Ｓ・Ｃ(軟・ソ)、市川市福栄スポーツ広場

 ７／　２(日)  Ｓ・Ｃ(軟)

 ７／　１(土)

 ７／　２(日)

平成２９（２０１７）年度　　事業報告（案）

№
回

数
行　　事　　名 申込締切 代表者会議 期　日 会　　　場

参加

規模

1
平

成

2

9

年

度

 審判員・記録員・指導者・指導員研修会

 ルール講習会・チーム登録会・指導者対象講習会
 ３／  ５(日)  市原市立国分寺台西中学校

 審判員研修会・登録会

 四街道市文化センター

 浦安市立浦安中学校

 城西国際大学(東金市)

 松戸市運動公園体育館

 Ｓ・Ｃ宿研大ホール

 全日本クラブ男・女選手権大会県予選会

 女２

8 # ４／　１(土)  Ｓ・Ｃ(軟・ソ)

 男４

10 #  関東シニア大会県予選会  Ｓ・Ｃ(ソ)  男９

9 #  全日本実業団男子選手権大会県予選会  ３／２６(日)  Ｓ・Ｃ(軟)  男３

11 #  全日本教員選手権大会県予選会  ４／　２(日)  Ｓ・Ｃ(軟)  男３

13 #  県大学選手権大会

 男３

12 #  関東スーパーシニア大会県予選会  ４／２３(日)  磯辺　   男４

 女４

14 #  全日本実年大会県予選会  Ｓ・Ｃ(ソ)  男７

15

#
 県民体育大会第Ⅱ部

 （国体成年男・女）

 Ｓ・Ｃ(軟)

 東京理科大学ソフトボール場  男６

 成東総合運動公園野球場
 女７

#   兼全日本総合女子選手権大会（江波戸杯）

16 #

#   兼全日本総合男子選手権大会（江波戸杯）

17 #  全日本一般男子大会県予選会  男15

19

#  関東高校県予選会（男子）

18 #  全日本シニア大会県予選会  Ｓ・Ｃ(ソ)  男５

 女32
#

21 #

 Ｓ・Ｃ(軟・ソ)、市川市福栄スポーツ広場
 男16

 女12

20 #
 '2017宍倉優勝杯争奪中学女子

 (第22回中学生女子選抜大会)
 女18

  全日本小学生男・女大会県予選会(大澤杯)

22 #   日本スポーツマスターズ2017大会県予選会  女５

23 #  全日本中学生女子大会千葉県予選会  女２

24

#

  県高校総体

  兼全日本高校男子選手権大会県予選会

  （国体少年男子）

 千葉公園球場

 犢橋公園球場
 男３

#

  県高校総体

  兼全日本高校女子選手権大会県予選会

  （国体少年女子）

 Ｓ・Ｃ(軟・ソ)、他

 女37

 Ｓ・Ｃ(軟・ソ)、他

25 #   全日本レディース大会県予選会  女18

26 #  全日本ハイシニア大会県予選会  Ｓ・Ｃ(ソ) 男５



大会結果

 ２／１８(土)～１９(日)  ２／１１(土)～１２(日)

　群馬県前橋市 　日ソ審判委員会・記録委員会合同委員会

2

3

4

5

6

7

優勝：四街道クラブ  ５／２７(土)・２８(日)  ７／２９(土)～７／３１(月)

準優勝：四街道スターズ  茨城県石岡市：両チーム予選通過  福岡県北九州市　四クラ(3回戦)

優勝：ﾚｵﾈｯｻ柏ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ  ※６／１０(土)・１１(日)  ７／２２(土)～２４(月)

 準優勝：VONDS市原ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ   関東クラブ・山梨県北杜市：四ス(2回戦)  群馬県高崎市　柏(1回戦)

優勝：丸善石油化学  ４／２９(土)・４／３０(日)  ７／２９(土)～７／３１(月)

準優勝：JNC石油化学  埼玉県鴻巣市：丸善予選通過  茨城県下妻市　丸善(2回戦)

優勝：千葉シニアクラブ  ４／２９(土)・３０(日)

準優勝：浦安シニアソフトｸﾗﾌﾞ 東京都福生市：両チーム(１回戦)

優勝：船橋教員  ７／２９(土)～７／３１(月)

準優勝：レッドスパローズ  新潟県三条市　船橋(3回戦)

千葉バルガーズ  ５／２０(土)・２１(日)

ＢＡＹ-千葉  茨城県柳川市：BAY(2回戦)、千葉(1回戦)

優勝：国際武道大学  ５／２０(土)～２２(月)  ５／２４  ９／２(土)～４(月)

準優勝：東京理科大学  山梨県笛吹市  男：岡山県新見市

　東京理科大(準優勝)、国際武道大(第3位)  東理大(2回戦)、国武大(1回戦)

優勝：清和大学 　清和大(第3位)  女：広島県東広島市他

準優勝：城西国際大学  ７／１８ 　清和大(2回戦)

優勝：浦安スーパースターズ  ９／２３(土)～２５(月)

準優勝：四街道５０’ｓ  滋賀県東近江市 浦安(3回戦)

 ※ミニ国・成年男女  １０／１(日)～３(火)

   ８／１９(土)～２１(月)  愛媛県大洲市･八幡浜市･西予市

   群馬県前橋市(抽:6/10)  ９／１６(土)～１８(月)

 青森県八戸市

 ９／１６(土)～１８(月)

 福井県敦賀市･越前市･福井市･永平寺町

 ９／２(土)～４(月)

 静岡県袋井市他　船橋(1回戦)

 全日本壮年大会県予選会  各県１  日本スポーツマスターズ大会

 ９／１６(土)～１９(火)

 兵庫県淡路市　四街道(3回戦)

優勝：千葉レッドソックス  ※７／８(土)・９(日)  ９／９(土)～１１(月)

準優勝：ＣＳＫ    関東一般男子・栃木県足利市

  CSK(優勝)・新浜ｷﾗｰｽﾞ(2回戦)

優勝：ＢＡＹ・千葉  ９／１６(土)～１８(月)

準優勝：柏ゴールドスター  北海道石狩市　BAY(3回戦)

優勝：千葉敬愛高校  ６／３(土)・４(日)

準優勝：千葉市立千葉高校  東京都江戸川区

 　千葉敬愛高(準優勝)

 関東高校県予選会（女子）  　千葉経済大附属高(準優勝)  １８

優勝：市川浦安選抜

準優勝：習志野市選抜

優勝：松戸ＪＳＬブルーレイズ ※８月２６(土)・２７(日)  ７／２９(土)～８／１(月)

準優勝：勝浦フレンズ  三重県　松戸(2回戦)・勝浦(1回戦)

 ７／２９(土)～８／１(月)

 千葉県浦安市 ミルキー(3回戦)

 習志野(２回戦)、松戸・柏（1回戦）

 ※10／２１(土)・２２(日)  日本スポーツマスターズ大会

　関東エルダー・茨城県那珂市  ９／１６(土)～１９(火)

   君津(1回戦)  兵庫県淡路市　GLORY(優勝)

優勝：ｺｽﾓｼﾞｭﾆｱVONDS市原ｼﾞｭﾆｱ  ※８／１２(土)～１４(月)

準優勝：なでしこクラブ   大阪府大阪市　コスモ(１回戦)

 ８／５(土)～８(火)

 山形県南陽市千葉敬愛(3回戦)

 １０／１(日)～３(火)

 国体少男・ 愛媛県東温市(第3位)

 ７／３０(日)～８／２(水)

 山形県長井市・白鷹町経済(第3位)

 １０／１(日)～３(火)

 国体少女・ 愛媛県西条市(第1位)

 ※10／７(土)・８(日)  ９／　９(土)～１１(月)

 　関東レディース・千葉県野田市  埼玉県鴻巣市・北本市

  習志野(３回戦)、浦安(１回戦)

 ※８／２６(土)・２７(日)  千葉クラブ(４回戦)、ＧＡＰ(1回戦)

 　関東社会人・千葉県成田市

 10／　７(土)～　９(月)

 岩手県花巻市　千葉(3回戦)

摘　　　　　　　要

関　　東 割当参加数 全　　国 チーム数

千葉県ソフトボール協会　

1

№
回

数
行　　事　　名

平

成

2

9

年

度

 審判員・記録員・指導者・指導員研修会

 ルール講習会・チーム登録会・指導者対象講習会

 審判員研修会・登録会

#

 ３／８ ３２

 全日本クラブ男・女選手権大会県予選会

 ４／８ ２４

8

３２9 #  全日本実業団男子選手権大会県予選会  ３／８

11 #  全日本教員選手権大会県予選会  ６／８ ３２

10 #  関東シニア大会県予選会  １６

12 #  関東スーパーシニア大会県予選会  １６

13 #  県大学選手権大会 ３２

14 #  全日本実年大会県予選会  各県１ ４８

 ３／８

 ４／８

３２
優勝：VODS市原ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸ

ﾗﾌﾞ

準優勝：城西国際大学

　　　　　　　　　成年男女(不通

過)

 ６／２４(土)・２５(日)

15

#  県民体育大会第Ⅱ部  （国体成年男・女）
優勝：四街道クラブ

準優勝：国際武道大学

 ２／８

 ２／８

１３

１３

#   兼全日本総合女子選手権大会（江波戸杯）

16 #

#   兼全日本総合男子選手権大会（江波戸杯）

４８
優勝：四街道４０’s

準優勝：船橋クラブ ４８

17 #

19

#

 全日本一般男子大会県予選会  各県１ ４８ 長野県伊那市

 千葉レッド(3回戦)

18

 関東高校県予選会（男子）  １６

#

優勝：木更津総合高校

準優勝：千葉経済大学附属

高校

#  全日本シニア大会県予選会  各県１ ４８

 '2017宍倉優勝杯争奪中学女子

 (第22回中学生女子選抜大会)

21 #

 １６

 １６

４８

20 #

  全日本小学生男・女大会県予選会(大澤杯)

   関東小学生・神奈川県

　男：浜本ソフト(第3位)他(1回

戦)

　女：ミルキー・習志野(1回戦)

優勝：松戸ＪＳＬホワイトレ

イズ

準優勝：ミルキーエンジェルス

４８

22 #   日本スポーツマスターズ2017大会県予選会
優勝：ＧＬＯＲＹ

準優勝：君津ウィンズ
 各県１ ４８

23 #  全日本中学生女子大会千葉県予選会  各県１
４８

４８

24

 ２／８ １３

#

  県高校総体

  兼全日本高校女子選手権大会県予選会

  （国体少年女子）

優勝：千葉経済大学附属高

校

準優勝：木更津総合高校

 各県１

#

  県高校総体

  兼全日本高校男子選手権大会県予選会

  （国体少年男子）

優勝：千葉敬愛高校

準優勝：千葉市立千葉高校
 ※ミニ国・少年男女

   ８／１９(土)～２１(月)

   群馬県前橋市

　　　　　　　（抽選会6/10）

　少年男女(予選通過)

４２

４８

 ２／８ １３

25 #

優勝：千葉クラブ

準優勝：ＧＡＰ

 １６

  全日本レディース大会県予選会 ４８

 各県１

４８26 #  全日本ハイシニア大会県予選会
優勝：千葉ハイシニアクラブ

準優勝：柏ゴールドスター
 各県１



 ６／１０(土)  ７／　８(土)  Ｓ・Ｃ(軟・ソ)、市川市福栄スポーツ広場

 スポ科２研13:30  ７／　９(日)  Ｓ・Ｃ(軟・ソ)

 ７／２３(日)  ７／２７(木)

 宿研  ７／２８(金)

 ７／２９(土)

 ７／　１(土)  ７／２９(土)

 宿研大ホール13:00  ７／３０(日)

 ７／３１(月)

 ８／　１(火)

 ７／　１(土)  ８／　５(土)

 宿研大ホール10:00  ８／　６(日)

 ８／　７(月)

 ７／ ８(土)  ８／２６(土)

 スポ科４研10:00  ８／２７(日)

 ８／２６(土)  ９／　２(土)

 12／　３(日)

 12／１０(日)　

 

 ９／　２(土)  ９／１６(土)  男27 

 宿研大ホール  ９／１７(日) 支部各１

 ９／　９(土)  ９／２３(土)

 スポ科2･3研14：00  ９／２４(日)

 ９／３０(土)

 10／　１(日)

   10／　８(日)

 ９／１６(土)  10／１４(土)

 スポ科2･3研14：00  10／１５(日)

 10／２１(土)

 10／２２(日)

 10／７(土)  10／２１(土)

 スポ科 研 14：00  10／２２(日)

 10／２８(土)

 ９／１６(土)  10／２９(日)

 鎌ケ谷市  11／　４(土)

 11／　５(日)

 11／　４(土)  千葉市・成田市

 11／　５(日)  千葉市

 10／２４(火)  11／１１(土)

 宿研３研　13:30

 11／１０(金)  Ｓ・Ｃ(軟・ソ)、他

 県高校新人大会 （女 子）  11／１１(土)  Ｓ・Ｃ(軟・ソ)、他  女35

 11／１２(日)  Ｓ・Ｃ(軟・ソ)

 11／　４(土)  11／１８(土)

 スポ科3･4研14：00  11／１９(日)

 11／２５(土)

 11／２６(日)

 

45 1  千葉シニア

46 19  千葉オープンチャレンジカップ(大学男子)  H30. 3/19(月)･20(火)  野田市・東京理科大学

47 48  東日本高等学校女子  H30. 3/25(日)～28(水)  Ｓ・Ｃ（軟・ソ）他 女32

49  ジュニア強化

50  国体強化

 第１種公認審判員・記録員認定講習会  11／25(土)・26日(日)

 第３種公認審判員認定講習会  ７／16(日)

 第２種公式記録員認定講習会  H30．3／18(日)

 第３種公式記録員認定講習会  ７／16(日)、H30．3／18(日)

 第３種公式記録員認定講習会  11／19(日) 千葉敬愛高校(10)

52  準指導員養成講習会(千葉・千葉経済大学附属高校)  11／18(土)、19(日)、12／16(土)、17(日)　合格者(千葉県：４２)

 市川市　５／１４（日）市川市原木公園球場

 市原市　８／２７（日）八幡運動公園サッカー場

 茂原市  １２／２（土）茂原市三井化学総合グランド

 四街道市　１２／１０(日) 千葉敬愛高校ソフトボール場他　

 鴨川市　H30．２／１１（日）鴨川市

 ３／１８(土)

 ６／２４(日)

 11／２３(木)

 H30.１／２０(土)

55  H30.２／２１(水）

 ６／２４(土)

 H30.２／２４(土)

№
回

数
行　　事　　名 申込締切 代表者会議 期　日 会　　　場

参加

規模

28 #  県中学校総体（男・女）  Ｓ・Ｃ(軟・ソ)他

27 #  全日本エルデスト大会県予選会  女９

30 #   宍倉旗争奪高校大会  11、12地区  女32

 女30

29 #  全日本小学生女子大会  浦安市  女48

31 #  関東社会人大会（男・女）  成田市
 男８

 女８

33 #  千葉県支部対抗親善大会  鎌ケ谷市・白井市

32 #  県小学生選手権大会（男・女）

 松戸市

 四街道市

 鎌ケ谷市

 男23

 女６

34 5  県女性大会  南房総市  女21

35 #  県エルデスト大会  習志野市  女９

36 #  関東レディース大会  野田市  女16

37 4  県男子大会（千葉オープン）  八街市  男16

38 #  県実年大会  四街道市  男４ 

39 #

 Ｓ・Ｃ(軟・ソ)、他

 県中学生新人女子大会（小泉杯）  女28

40 #  県民体育大会・男子大会  成田市 男28

41 #  県民体育大会・女子大会 女14

#

43 #

 山武郡市
 男14

 女８

42

#  県高校新人大会 （男 子）
 千葉敬愛高

 男３

 春季小学生男・女大会県予選会

 H30. 3/17(土)･18(日)

44 3  県大学秋季大会  Ｓ・Ｃ(軟・ソ)他 
男３

女５

48  県社会人リーグ戦
 春　季

 秋　季

 ３月

 ９月

51

 スポ科研修室・ソフトボール場(審(31)、記(14))

 千葉経済大学附属高校(30)

 スポ科２研、３研、４研 

 スポ科２研、３研、４研 (29)

53  技術講習会

 スポ科１研　13:30

56  県ソフトボール協会評議員会
 ｸﾞﾘｰﾝﾀﾜｰ幕張　15：00　終了後 国体結団式・交流会

 スポ科１、２研　14:00～　

54  県ソフトボール協会理事会

 スポ科２、３研　9:30

 ｸﾞﾘｰﾝﾀﾜｰ幕張　13:30（評議員会・国体結団式・交流会）

 スポ科２、３研　13:30

 スポ科２、３研　9:30　　※2/24：臨時理事会(13:00～)

 県高体連ソフトボール専門部委員総会



大会結果

優勝：ＧＭコスモ  ※10／２１(土)・２２(日)  10／１４(土)～１６(月)

準優勝：館山ドリーム   関東エルデスト・茨城県那珂市  香川県丸亀市

　市川ラブラブ(優勝)  GM(3回戦)、館山(2回戦)

 ８／８(火)・９(水)  ８／１８(金)～２０(日)

 鹿児島県日置市

 ※H30.３／１７(土)・１８(日)  ※都道府県対抗中学

   関東選抜・栃木県那須塩原市  H30.３／２５(日)～２７(火)

 大阪府大阪市

 H30.３／１７(土)～２０(火)

 高知県高知市

 H30.３／１７(土)～２０(火)

 県高校新人大会 （女 子）  各県１  岐阜県揖斐川町 ４８

 H30.３／２５(日)～２７(火)

 宮崎県宮崎市

 H30.３／２５(日)～２７(火)

 広島県尾道市

45 1  千葉シニア

46 19  千葉オープンチャレンジカップ（大学男子）

47 48  東日本高等学校女子

 ７／２９(土)・３０(日)　岩手県一関市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

58

 第２４回千葉県マリンエルダー大会

 第６１回東部五市体育大会　

 第３０回東葛６市男子親善大会

 第３５回印旛郡市親善ソフトボール大会　　栄町　

 第３６回東葛６市女子親善大会　　　　　　我孫子 　

 第１８回京葉五市チャレンジカップ大会　　船橋

 第１７回茂原市少年ソフトボール交流大会

回

数
行　　事　　名

摘　　　　　　　要

関　　東 割当参加数 全　　国 チーム数
№

 全日本エルデスト大会県予選会  各県１ ４８

28 #  県中学校総体（女）

27 #

優勝：浦安中学校

準優勝：四街道北中学校

 ３／８

 

 ４／16

１６

２４

 埼玉県毛呂山町

 浦安中(2回戦)、四北中(1回

29 #  全日本小学生女子大会

優勝：オールあきる野女子

(東京)

準優勝：ホワイトビッキーズ

(京都)

31 #  関東社会人大会（男・女）

優勝：上本クラブ(群馬)

準優勝：藤沢クラブ(神奈

川)
優勝：TMGVICTＯRY(埼

玉)

準優勝：レッドサンズ(千葉)

30 #   宍倉旗争奪高校大会
優勝：千葉黎明高校

準優勝：市立船橋高校

#  県小学生選手権大会（男・女）

優勝：勝浦ドリームズ

準優勝：松戸虹の街子ども

会
優勝：松戸ＪＳＬホワイトレ

イズ

準優勝：ミルキーエンジェルス

33

32

#  千葉県支部対抗親善大会
優勝：新北ｳﾙﾌ(松戸)・ｵｰﾙ田尻(市

川)

　　　大穴ｿﾌﾄ(船橋)・ｲﾝﾃﾞｨﾍﾟﾝﾃﾞﾝｽ

34 5  県女性大会 
優勝：行徳スターサンデー

準優勝：きらっと習志野

35 #  県エルデスト大会
優勝：船橋レインボー

準優勝：浦安ＢＢＡ

36 #  関東レディース大会
優勝：パシオンときわ(東京)

優勝：オール八王子(東京)

37 4  県男子大会（千葉オープン） 雨天中止

38 #  県実年 雨天中止

39 #
優勝：浦安中学校

準優勝：八千代中学校
４８ 県中学生新人女子大会（小泉杯）  各県１

40 #  県民体育大会・男子大会
優勝：船橋市

準優勝：市原市

41

#  県高校新人大会 （男 子）
優勝：千葉敬愛高校

準優勝：成田国際高校
 各県１ ４８

#  県民体育大会・女子大会
優勝：市原市

準優勝：印旛郡市

#
優勝：習志野高校

準優勝：千葉英和高校

43 #

42

優勝：松戸ＪＳＬグリーンレ

イズ

準優勝：大穴JSC

 各県１ ４８

 春季小学生男・女大会県予選会 優勝：習志野スーパーガール

ズＪｒ

準優勝：松戸ＪＳＬホワイ

 各県１ ４８

3  県大学秋季大会

優勝：国際武道大学

準優勝：東京理科大学

優勝：清和大学

準優勝：城西国際大学

44

57

全国高校男子選抜 ３／１８(土)～２１(火)  福岡県北九州市：千葉敬愛(第3位)

全国高校女子選抜

関東小学生選抜  ４／２２(土)・２３(日)　群馬県館林市：浜本ソフト(1回戦)、習志野54（1回戦）

日本女子リーグ第１節  ５／　６(土)・　７(日)　千葉県習志野市秋津野球場

３／１８(土)～２１(火) 兵庫県加古川市：千葉経済大学附属(第3位)

都道府県対抗中学生女子 ３／２６(日)～２８(火) 東京都三鷹市：千葉県選抜(3回戦)

春季全日本小学生男子 ３／２５(土)～２7(月) 静岡県掛川市：松戸JSLﾌﾞﾙｰﾚｲｽﾞ、松戸JSLｸﾞﾘｰﾝﾚｲｽﾞ(共に3回戦)

関東実業団  ６／１０(土)・１１(日)　山梨県北杜市：JNC石油化学(1回戦)

東日本小学生　

東日本実年  ９／９(土)・１０(日)　山梨県北杜市：四街道５０’ｓ(準優勝)

春季全日本小学生女子 ３／２６(日)～２９(水) 神奈川県小田原市：松戸JSLホワイトレイズ(3回戦)

関東ジョイフル  ９／２４(日)　茨城県常陸太田市

ねんりんピック  ９／１０(日)～１２(火)　秋田県由利本荘市

関東大学選手権
 １０／２８(土)～３０(月)　東京都日の出町・武蔵村山市

　　　　　　　　　　　　　　　　男子：国際武道大学(第3位)、女子：清和大学（3回戦）

納会(表彰式)　  １２／２(土)・３(日)　サンライズ九十九里

59 その他大会


