
別紙４
石川県野球協会事業結果

クラス ランク 大会種別 2022(R4) 2021(R3) 2020(R2) 2019(R1/H31) 2018(H30) 2017(H29) 2016(H28) 2015(H27)

軟式 一般 A級 天皇賜杯 県大会 コマニー 北國銀行 北國銀行 コマニー コマニー コマニー コマニー 小松精練

全国大会 2回戦 １回戦 １回戦 2回戦 1回戦 準々決勝 3回戦 準決勝

国体 県大会 コマニー コマニー コロナ中止 コマニー コマニー コマニー コマニー コマニー

全国大会 ６位 コロナ中止 コロナ中止 1回戦 8位 5位 1回戦 1回戦

北國旗 県大会 コマニー 北國銀行 北國銀行 コマニー コマニー コマニー コマニー 北陸電力石川

全国大会 ーーー ーーー ーーー 1回戦 準々決勝 準決勝 2回戦 準々決勝

水戸市長旗 県大会 コマニー コマニー コロナ中止

全国大会 準々決勝 ２回戦 コロナ中止

中部日本 県大会 小松ﾏﾃｰﾚ 小松ﾏﾃｰﾚ コロナ中止 金沢シール 金沢シール 小松精練 金沢シール コマニー

全国大会 ２回戦 ２回戦 コロナ中止 1回戦 1回戦 1回戦 準々決勝 準々決勝

五味旗 県大会 楓の家 北國銀行 コロナ中止 小松マテーレ 鶴来体協 北陸電力 鶴来体協

全国大会 準々決勝 コロナ中止 コロナ中止 2回戦 1回戦 1回戦 2回戦

B級 高松宮 県大会 大宗ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 大宗ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ コロナ中止
やまそう

白鳥倶楽部
レンダスポーツ

大宗

ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

やまそう

白鳥倶楽部
レンダスポーツ

全国大会 準々決勝 第３位 コロナ中止 1回戦 準々決勝 ー ー 1回戦

東日本 県大会 大宗ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 大宗ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ｼﾞｪｲ・ﾊﾞｽ 道場ドラゴンズ レンダスポーツ
やまそう

白鳥倶楽部

やまそう

白鳥倶楽部
レンダスポーツ

全国大会 2回戦 コロナ中止 コロナ中止 準優勝 準優勝 1回戦 2回戦 1回戦

C級 高松宮 県大会 C-MAX 聖 コロナ中止 たむら動物病院 小松市消防本部 金沢ﾛｰﾀｽﾑｰﾝ 山越建設 金沢ﾛｰﾀｽﾑｰﾝ

全国大会 ーーー ーーー コロナ中止 優勝 1回戦 1回戦 2回戦 2回戦

東日本 県大会 ｵｵﾀｹｻﾝﾗｲｽﾞ C-MAX 群 聖 金沢ﾛｰﾀｽﾑｰﾝ 群 聖 たむら動物病院

全国大会 準優勝 コロナ中止 コロナ中止 1回戦 1回戦 準決勝 1回戦 準決勝

マスターズ 県大会 DC北野ｼﾞﾊﾟﾝｸﾞ DC北野ｼﾞﾊﾟﾝｸﾞ コロナ中止 オール七尾 DC北野ｼﾞﾊﾟﾝｸﾞ DC北野ｼﾞﾊﾟﾝｸﾞ 会館みなみ オール七尾

全国大会 1回戦 コロナ中止 コロナ中止 2回戦 ー 2回戦 ー 2回戦

シニア 県大会 国下整形外科ｼﾆｱ DC北野ｼﾞﾊﾟﾝｸﾞ コロナ中止 DC北野ｼﾞﾊﾟﾝｸﾞ DC北野ｼﾞﾊﾟﾝｸﾞ

全国大会 2回戦 コロナ中止 コロナ中止 2回戦 2回戦

女子 県大会 県選抜ダラーズ コロナ中止 コロナ中止 県選抜ダラーズ 県選抜ダラーズ 県選抜ダラーズ 県選抜ダラーズ 県選抜ダラーズ

全国大会 優勝 コロナ中止 コロナ中止 優勝 準々決勝 優勝 優勝 準優勝



別紙４
石川県野球協会事業結果

クラス ランク 大会種別 2022(R4) 2021(R3) 2020(R2) 2019(R1/H31) 2018(H30) 2017(H29) 2016(H28) 2015(H27)

軟式 少年 全日本少年 県大会 星稜中 星稜中 コロナ中止 星稜中 内灘中 星稜中 星稜中 内灘中

全国大会 準決勝 優勝 コロナ中止 ― ー 準優勝 優勝 1回戦

全国中学 県大会 清泉中学 板津中学 コロナ中止 根上中・東和中 内灘中・星稜中 根上中・兼六中
宇ノ気中・

高尾台中

全国大会 準々決勝 準々決勝 コロナ中止 ― ― ― ―

中部日本 県大会 中能登中学 松任中学 コロナ中止 輪島中

全国大会 1回戦 １回戦 コロナ中止 2回戦

東日本少年 県大会 志賀中学 北星中学 コロナ中止 松陽中

全国大会 2回戦 １回戦 コロナ中止 1回戦

全日本春季 県大会 星稜中 星稜中 星稜中 星稜中 星稜中 星稜中 根上中 ー

全国大会 2回戦 優勝 コロナ中止 1回戦 1回戦 優勝 2回戦 ー

少女 全日本中学 県大会 県選抜 県選抜 コロナ中止 県選抜 県選抜 県選抜 県選抜

全国大会 １回戦 １回戦 コロナ中止 準々決勝 2回戦 2回戦 2回戦

学童男子 高円宮賜杯 県大会 中条ﾌﾞﾙｰｲﾝﾊﾟﾙｽ 城東メッツ コロナ中止 額ﾚｯﾄﾞﾗｲｵﾝｽﾞ 夕日寺クラブ 中条ﾌﾞﾙｰｲﾝﾊﾟﾙｽ 中条ﾌﾞﾙｰｲﾝﾊﾟﾙｽ 鞍月ﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ

全国大会 優勝 １回戦 コロナ中止 2回戦 1回戦 1回戦 準々決勝 3回戦

学童女子 ガールズ 県大会 県選抜 県選抜 コロナ中止 県選抜 県選抜 県選抜 県選抜 県選抜

全国大会 2回戦 ２回戦 コロナ中止 2回戦 2回戦 3回戦 準々決勝 準々決勝


