
行事・大会名 月日（予定） 概要 主管

会場:リーガロイヤルホテル小倉

新年会：午後６時３０分～

（北九州合同）

☆ 第50 回支部総会 １月16 日（日）  総会:午後１時から 福岡北支部

２月11 日（金・祝） 【西日本大会出場】

予備日12 日（土） 小学生の部は全チーム，

２月13 日（日） 中学生の部は優勝、準優

予備日19 日（土） 勝又は３位チーム

２月20 日（日）

３月27 日（日）

２月26 日（土） 【参加チーム数】

２月27 日（日） 小学生の部：８チーム

３月５日（土） 中学生の部：32 チーム

予備日６日（日） （予定）

３月６日（日） 【参加予定】

３月12 日（土） 小学部：１チーム

予備日 13 日（日） 中学部：10 チーム

【九州選抜大会出場】

小学生の部:全チーム

中学生の部: １ チーム

（予定）

３月19 日（土） 【参加チーム数】

３月20 日（日） 小学生の部：12 チーム

予備日21 日（月・祝） 中学生の部：16 チーム

３月26 日（土）

～

３月30 日（水）

予備日31 日（木）

４月23 日（土） 【参加チーム数】

４月24 日（日） 小学部：８チーム

予備日29 日（金） 中学部：16 チーム

５月３日（火・祝） 【参加予定】

５月４日（水・祝） 小学部：16 チーム

５月５日（木・祝） 中学部：64 チーム

予備日 ７日（土）

５月15 日（日）

５月22 日（日）

６月４日（土） 【全国選手権大会出場】

予備日 ５日（日） 小学生の部:優勝チーム

６月11 日（土） (九州から１チーム)

予備日 12 日（日） 中学生の部:優勝チーム

【ｼﾞｬｲｱﾝﾂｶｯﾌﾟ出場】

場所、時間未定

東京

球場未定

2022年度（令和４年度）福岡県北支部各種大会等日程表（予定）

１月８日（土）

関東ブロッ

ク

北九州支部

福岡北支部

福岡北支部

福岡北支部

北九州支部

福岡北支部

福岡北支部

北九州支部

福岡北支部

福岡南支部

◎ 第5 3 回日本少年野球選手権大会福岡県北支部予選

※ ジャイアンツカップ福岡大会を兼ねる

※ ホークスカップ予選を兼ねる

☆ 支部審判講習会

☆ 第50 回支部新年会・表彰式

◎ アサヒ緑健カップ第20 回西日本選抜優勝大会福岡

県北支部予選

☆ 支部審判講習会

○ 第４回日本少年野球北九州大会

◎ 第18 回日本少年野球ミズノ旗争奪九州選抜大会福

岡県北支部予選

○ アサヒ緑健カップ第20 回西日本選抜優勝大会

★ 第52 日本少年野球春季全国大会

★ 第18 回日本少年野球九州選抜大会

○ 第31 回日本少年野球ゼット旗争奪福岡大会



行事・大会名 月日（予定） 概要 主管

2022年度（令和４年度）福岡県北支部各種大会等日程表（予定）

中学生の部：福岡大会の

結果により２チーム

【ﾎｰｸｽｶｯﾌﾟ出場】

中学生の部:準優勝チーム

６月25 日（土）

６月26 日（日）

（日時未定）

７月２日（土）

７月３日（日）

予備日９日（土)

（日時未定）

７月16 日（土） 【参加予定】

予備日17 日（日） 中学部：10 チーム

７月18 日（月）

予備日23 日（土)

８月２日（火）

～

８月６日（土）

予備日 ７日（日）

（日時未定）

◎ 第22 回ヤフオク３年生大会 （日時未定）  ヤフオクドーム 福岡南支部

８月11 日（木）

～

８月14 日（日）

予備日15 日（月）

（日時未定）

８月16 日（火）

８月17 日（水）

８月18 日（木）

備日 19 日（金）

（日時未定）

８月20 日（土）

８月21 日（日）

予備日 22 日（月）

(日時未定)

８月20 日（土）

８月21 日（日）

８月28 日（日）

予備日９月３日(日)

９月17 日（土） 【参加予定】

９月18 日（日） 小学部：５チーム

９月19 日(月・祝) 中学部：43 チーム

山鹿市

山鹿市民球場ほか

広島県呉市鶴岡一人記念

球場ほか

ヤフオクドーム

優勝，準優勝はジャイア

ンツカップ出場

東京ドームほか

大阪市

福岡南支部

福岡北支部

福岡北支部

福岡南支部

◆ 第16 回全日本中学野球選手権大会（2022 ジャイ

アンツカップ）

◎ 第5 3 回日本少年野球選手権大会福岡県北支部予選

※ ジャイアンツカップ福岡大会を兼ねる

※ ホークスカップ予選を兼ねる

ホークス

ジュニアア

カデミー

日本中学硬

式野球協会

未定

福岡北支部

関西ブロッ

ク

中四国ブ

ロック
★ 第22 回鶴岡一人記念大会

○ 第39 回日本少年野球アサヒ緑健カップ山鹿選手権

大会

○ 第20 回日本少年野球ふくやカップ争奪野球振興大

会

☆ 第39 回日本少年野球山鹿選手権大会理事会

◆ 第７回ジャイアンツカップ福岡大会（４リーグ予

選）

◎ 第９回日本少年野球ジュニア福岡県北支部大会

★ 第5 3 回日本少年野球選手権大会

◆ 2022 ホークスカップ中学硬式野球大会



行事・大会名 月日（予定） 概要 主管

2022年度（令和４年度）福岡県北支部各種大会等日程表（予定）

予備日23 日(金祝)

９月24 日（土） 〔九州大会出場〕

９月25 日（日） １年生：２チーム予定

予備日10 月１日(土)

10 月８日（土） 【九州選抜大会出場】

予備日 ９日（日） 小学部：全チーム予定

10 月10 日(月・祝) 中学部：１チーム予定

予備日15 日（土）

10 月16 日（日）

（日時未定）

11 月５日（土） 【参加チーム数】

11 月６日（日） 小学部：全チーム予定

予備日12 日（土） 中学部：16 チーム

11 月12 日（土） 【参加チーム数】

11 月13 日（日） 中学１年生：16 チーム

予備日 19 日（土）

11 月26 日（土） 【全国春季大会出場】

予備日27 日（日） 小学生の部:(九州から

12 月３日（土） ２チーム)

予備日 ４日（日） 優勝・準優勝チーム

中学生の部:優勝チーム

11 月19 日（土）

11 月20 日（日）

予備日23 日（水・祝）

11 月19 日（土）

11 月20 日（日）

予備日23 日（水・祝）

日時未定

11 月26 日（土） 【参加チーム数】

11 月27 日（日） 中学３年生：16 チーム

予備日12 月３日（土） （予定）

☆ ボーイズリーグ全国一斉清掃活動 12 月５日（日）  各チーム 福岡北支部

☆ 令和４年支部納会 12 月10 日（土） 場所未定 福岡北支部

12 月20 日（火）

～

12 月26 日（月）

（日時未定）

場所未定

台北市

北九州市

古賀市

福岡南支部

福岡北支部

福岡南支部

北九州支部

宮崎県支部

福岡北支部

福岡北支部

福岡北支部

福岡南支部

大分県支部

◆ 2 0 2 2 台北市国際青少年野球選手権大会
台北市体育

協会

★ 第38 回日本少年野球九州大会

★ 第13 回日本少年野球１年生大会

◎ 第53 回日本少年野球春季大会福岡県北支部予選

○ 第10 回九州古賀長崎傳大会

○ 第４回本田正記念大会

★ 第２回３年生選抜宮崎大会

○ 第20 回日本少年野球ふくやカップ争奪野球振興大

会

◎ 第13 回日本少年野球１年生大会福岡県北支部予選

★ 第38 回日本少年野球秋季大会兼九州大会福岡県北

支部予選

◎ 第20 回６年生大会

凡例 ： ★本部大会 ◎支部大会 ○地区大会 ◆他リーグ交流大会 ☆大会以外行事


