
三重県実業団男子ソフトボール選手権大会

　　兼東海地域実業団男子ソフトボール選手権大会県予選会

三重県クラブ男子ソフトボール選手権大会 ネッシーズ 

　　兼東海地域クラブ男子ソフトボール選手権大会県予選会 松阪自動車学校ジャガーズ

三重県クラブ女子ソフトボール選手権大会

　　兼東海地域クラブ女子ソフトボール選手権大会県予選会

三重県高体連ソフトボール競技　春季大会

　　兼東海高等学校総合体育大会県予選会（男子の部）

三重県高体連ソフトボール競技　春季大会 宇治山田商業高校 

　　兼東海高等学校総合体育大会県予選会（女子の部） 松阪商業高校

三重県シニアソフトボール大会兼全日本シニアソフトボール大会県予選会 スカイラークスシニア 

　　兼東海地域シニアソフトボール大会県予選会 名張シニアクラブ

三重県教員ソフトボール選手権大会

　　兼東海地域教員ソフトボール選手権大会県予選会

三重県レディースソフトボール大会兼全日本レディースソフトボール大会県予選会 名張フェニックス

　　兼東海地域レディースソフトボール大会県予選会 エイトマンレディース

市木黒潮

WEST CLUB

サンデーズ 

伊勢クラブ壮年

三重県高体連ソフトボール競技　県総体兼全国高等学校女子ソフトボール選手権大会県予選会 南勢 宇治山田商業高校 

　　兼中日本総合女子ソフトボール選手権大会（高校生の部）県予選会 熊野 松阪商業高校

三重県小学生男子ソフトボール大会兼全日本小学生男子ソフトボール大会県予選会 豊津スポーツ少年団 

　　兼中日本総合男子ソフトボール選手権大会（小学生の部）県予選会 井田川SBCスポーツ少年団

三重県小学生女子ソフトボール大会兼全日本小学生女子ソフトボール大会県予選会

　　兼中日本総合女子ソフトボール選手権大会（小学生の部）県予選会

三重県高体連ソフトボール競技　県総体兼全国高等学校男子ソフトボール選手権大会県予選会 三重高校

　　兼中日本総合男子ソフトボール選手権大会（高校生の部）県予選会 松阪高校

全日本中学生女子ソフトボール大会県予選会 東観PHENIX

　　兼中日本総合女子ソフトボール選手権大会（中学生の部）県予選会 答志中学校

岡崎組

ネッシーズ

全日本実年ソフトボール大会県予選会

　　兼中ブロック実年ソフトボール大会県予選会兼東海地域実年ソフトボール大会県予選会

日本スポーツマスターズ２０１５ソフトボール（女子の部）県予選会

　　兼中ブロックエルダーソフトボール大会県予選会兼東海地域エルダーソフトボール大会県予選会

三重県ハイシニアソフトボール大会 津ハイシニア 

　　兼全日本ハイシニアソフトボール大会県予選会兼東海地域ハイシニアソフトボール大会県予選会 中川パワーズ

三重県エルデストソフトボール大会

　　兼全日本エルデストソフトボール大会県予選会

三重県壮年ソフトボール大会兼全日本壮年ソフトボール大会県予選会 ナポレオン 

　　兼日本スポーツマスターズ２０１５ソフトボール（男子の部）県予選会 三重県庁壮年クラブ

ブリジストンS.C

伊勢寺ナイターズ

三重県中学校ソフトボール大会 東観中学校 

　　兼東海中学校総合体育大会ソフトボール大会県予選会 明和中学校

熊褒野クラブ 

百合ヶ丘フェニックス

海山クラブ 

大紀ソフトボールクラブ

明和・雅女子ソフトボール 

MIKUMO津女子ソフトボール

宇治山田商業高校 

四日市商業高校

三重高校

松阪高校

松工赤壁 Kameyama侍

WEST CLUB ネッシーズ

クリスタル

ロビン

三重県高体連ソフトボール競技　新人大会

　　兼 東海地域高等学校男子ソフトボール新人大会県予選会兼全国高等学校男子ソフトボール選抜大会県予選会

三重県高体連ソフトボール競技　新人大会 松阪商業高校 

　　兼東海地域高等学校女子ソフトボール新人大会県予選会兼全国高等学校女子ソフトボール選抜大会県予選会 宇治山田商業高校

9月 松阪

三重県高体連ソフトボール競技　秋季選手権大会（男子の部）9月 亀山 四日市工業高校 津西高校

＊２０１５スポーツフェスティバル(男子)10月 亀山 侍 チキン

中日本総合男子ソフトボール選手権大会（一般の部）県予選会6月 伊勢度会 宮前タローズ 亀山クラブ7・14日

5月 紀北 明和中学校 度会中学校30・31日6月7日

5月 亀山 津西高校 四日市工業高校30日

全日本一般男子ソフトボール大会県予選会5月 志摩 百合ヶ丘フェニックス バッカス3日

３　位

4月 6日 亀山 三重県庁

期　日 大会名 担当支部 優　勝 準優勝

明和クラブ

4月 12日 亀山 Marine.G WEEDS

4月 12,19日 亀山 ALL STARS

4月 25日

4月 25・26・29日 北勢

亀山 津西高校 四日市工業高校 三重高校

伊勢学園高校 津商業高校

5月 10・17日 東海地域壮年ソフトボール大会県予選会 桑名 MIE CLUB MJクラブ壮年

津シニア

4月 26日 熊野 ワイルドヤンローズ

4月 25・26日 熊野 四日市シニア

4月 熊野 KEICHO CLUB 津ニュークィーンズ26日

MIKUMO津女子ソフトボール明和・雅女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ度会エンペラーズ多気5月 24・30日

5月 23・30・31日 伊勢学園高校 津商業高校

芸濃スポーツ少年団海山クラブ多気5月 24・30・31日

三重県夏季ソフトボール大会7月 津

6月 28日 亀山 MIE CLUB 四日市実年クラブ MJクラブ実年

6月 7日 伊勢度会 Marine.G

津ニュークインズ

鈴鹿 四日市ハイシニア MJクラブハイシニア

鈴鹿 伊勢ドリームス ラ・フランス

6月 28日 亀山 KEICHO CLUB エイトマンズレディース

7月

8月

9月

9月

9月

7月 4・5日

7月

7月 12・19日

5日

三重県高体連ソフトボール競技　秋季選手権大会（女子の部）

＊２０１５スポーツフェスティバル(女子)

26日

三重県男子ソフトボール選手権大会

25・26日

9日

5・6・12日

5・6・12日

19・20・21日

19日

27日

3日

3日

25日

2・3・8日

10月

10月

四日市

松阪

名張

名張

中勢

亀山

亀山

紀北

平成２７年度　三重県大会結果（優勝～３位チーム）一覧

中日本総合女子ソフトボール選手権大会（一般の部）県予選会

東海地域一般男子ソフトボール大会県予選会

三重県小学生男子ソフトボール秋季大会

三重県小学生女子ソフトボール秋季大会

松江エンジェルス 豊田SBスポーツ少年団

度会エンペラーズ PEGASUS☆J

伊勢学園高校 いなべ総合学園高校

MIE CLUB 四日市壮年クラブ

度会中学校 答志中学校

Campus ミノダ自工ジャイアンツ

西条栄クラブ Kameyama侍

四日市

松阪市 SEIWA　L

津西高校 四日市工業高校

11月 伊勢学園高校 津商業高校



東海地域小中学生ソフトボール新人大会（小学生女子）県予選会

　　兼春季全日本小学生女子ソフトボール大会県予選会

東海地域小中学生ソフトボール新人大会（小学生男子）県予選会 豊地ソフトボールスポーツ少年団 

　　兼春季全日本小学生男子ソフトボール大会県予選会 芸濃スポーツ少年団

西橋内・西郊中学校 

答志中学校

カイバナ眼科エルムス　

ヤンローズ

東海地域小中学生ソフトボール新人大会（中学生女子）県予選会

三重県総合ソフトボール選手権大会

11月

11月

8・9日

8・9日

8・9日

四日市

白塚バッファローズ 松江エンジェルス

度会中学校 明和中学校

平成２７年度　三重県大会結果（優勝～３位チーム）一覧

期　日 大会名 担当支部 優　勝 準優勝 ３　位

【リーグ総合順位】

4月 26日 三重県男子ソフトボールリーグ第２節 桑名 １位・ＡＬＬＳＴＡＲＳ　　　２位・亀山クラブ

明和クラブ三重県庁

PEGASASU☆J明和・雅女子ソフトボール度会エンペラーズ

9日

四日市

四日市

紀北

11月

11月

津三重県男子ソフトボールリーグ第４節

9月 6日・10月11日 三重県男子ソフトボールリーグ第５節 紀北

3月 22日 三重県男子ソフトボールリーグ第１節 松阪

３位・大和クラブ　　　４位・三重県庁

５位・明和クラブ　　　６位・紀北ファイターズ

７位・松和自動車学校ジャガーズ　　　８位・スカイラークス

ＡＬＬＳＴＡＲＳ 亀山クラブ 大和クラブ

9月 13日 三重県男子ソフトボールリーグ第６節 多気

10月 4日 三重県男子ソフトボールリーグ第７節

10月 18日 三重県男子ソフトボールリーグ　順位決定戦

亀山

松阪

5月

8月 2日

31日 三重県男子ソフトボールリーグ第３節 津


