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中学女子野球大会 関係各位 

 

事務局長 池田光一 

 

お知らせ 

 

１：出場チーム数の確定と競技日程表について 

   出場チーム数が、43チームから 39チームに減りました。 

全軟連作成の日程表を添付しますので、各会場の試合数をご確認ください。 

明日（9/9）抽選です。組み合わせは、届き次第、配信します。 

 

２：歓迎のことばと写真の提供について 

大会プログラムの制作を全軟連と共に急ピッチで進めています。 

「歓迎のことば」・「写真」 

１：県知事／能登町長 届いています。 

２：七尾市：担当者より連絡が入っています 

３：中能登町／志賀町／珠洲市／輪島市 行政のご担当者にご確認をお願いします 

「会場別役員名簿」です。 

１：珠洲支部／輪島支部／鹿島支部 到着済みです。 

２：七尾支部／羽咋北支部／鳳珠支部 お早目にお送りください。 

 

３：救護員派遣依頼について 

   中能登会場の「救護員派遣依頼文書」が届きました。 

   9/10からの視察の時に各会場に押印した文書を持参します。 

 

４：女性受付役員について 

   全軟連から女性役員（受付等の要員）の依頼が届きました。 

主管支部には依頼済みであることを報告していますが、要員確保を宜しくお願い 

します。 
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第6回全日本中学女子軟式野球大会　競技日程表

会場

日程

七尾城山野球場A

競技4日競技3日競技2日競技1日

12日(火)11日(月)10日(日)9日(土)

輪島市

門前野球場
E

F
内浦総合運動公園

野球場

中能登町

運動公園野球場
B

C 富来野球場

D 珠洲市営野球場



会場別競技役員 

 

大会実行本部 

本部長    宮川 豊彦 

競技委員長  中川 正好 

競技副委員長 新田 辰巳 

審判長    毛利 浩太郎 

副審判長   谷口 栄一 

記録委員長  上島 善郎 

総務委員長  池田 光一 

 

Ａ会場【七尾城山球場】 主管：石川県野球協会七尾支部 

 会場長    竹田 徹 

 競技委員長  竹端 敏 

 審判長    寺井 文裕 

 記録委員長  上島 善郎 

 総務委員長  高柳 修 

 

Ｂ会場【中能登野球場】 主管：石川県野球協会鹿島支部 

 会場長    近江 勝之 

 競技委員長  平野 和成 

 審判長    宮崎 敏広 

 記録委員長  上田 祐司 

 総務委員長  澤  賢成 

 

Ｃ会場【富来野球場】 主管：石川県野球協会羽咋北支部 

 会場長    冨澤 軒康 

 競技委員長  荒川 仁 

 審判長    高嶋 勝 

 記録委員長  〇〇 〇〇 

 総務委員長  泉  惣太朗 

 

 

 

 

 



 

Ｄ会場【珠洲市営野球場】 主管：石川県野球協会珠洲支部 

 会場長    小西 堅正 

 競技委員長  前  順二 

 審判長    駒田 裕和 

 記録委員長  竹部 正康 

 総務委員長  石田 渉 

 

Ｅ会場【輪島市門前野球場】 主管：石川県野球協会輪島支部 

 会場長    工野 伸治 

 競技委員長  中田 勇一 

 審判長    山上 剛史 

 記録委員長  久木 晃 

 総務委員長  小谷 真一 

 

Ｆ会場【内浦総合運動公園野球場】 主管：石川県野球協会鳳珠支部 

 会場長    山崎 幹男 

 競技委員長  二又 一 

 審判長    中谷 宣章 

 記録委員長  〇〇 〇〇 

 総務委員長  水元 佑哉 

 

 

 

 

 



令和 3年 9月 10日 

 

 

中能登町長 宮下 為幸 様 

 

石 川 県 野 球 協 会 

会 長  温 井 伸    

 

救護員の派遣について（依頼） 

 

 初秋の候、貴下ますますのご清栄のこととお喜び申し上げます。平素から野球

競技の振興にご支援、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 また、第 6回全日本中学女子軟式野球大会（代替大会）の開催にあたり格段の

ご高配を賜り、深く感謝申し上げます。なお、大会への後援承諾を頂き、この場

をお借りしてお礼申し上げます。 

 さて、8 月 27 日の表敬訪問の際にもお話させていただきましたが、大会の開

催にあたり中能登町より救護員の派遣をお願いします。新型コロナウイルス感

染症対応等で多忙なところ申し訳ございませんが、大会の成功には必要不可欠

でありますので何卒、ご協力賜りますようよろしくお願いします。 

 

記 

 

   派遣依頼  救護員（常時１名）※看護資格を有する者 

   派遣会場  中能登町野球場 

   内  容  大会開催中における怪我等の初期対応 

   期  間  令和３年１０月９日から１１日（予備日１２日） 

   時  間  午前８時３０分から午後４時 

   謝  礼  １，１００円／時間 

   ※詳細な日程については組み合わせ抽選後に改めてお知らせします 

 

 

【問い合わせ】 

石川県野球協会 

事務局長 池田 光一 

電話：070-5631-1108 


