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NPO法人 静岡県ソフトボール協会

記録委員会

回数 開催年 開催地

1 昭和45年 静岡 貴船 小学校区 （富士宮） 可美村 （西遠）

2 昭和46年 静岡 長田南小学校区 （静岡） 積志小学校区 （浜松）

3 昭和47年 静岡 富士川小学校区 （庵原） 島田本通6丁目ソフトクラブ （志太）

4 昭和48年 静岡 広沢小学校区 （浜松） 掛川西山口小学校区 （小笠）

5 昭和49年 静岡 広沢小学校区 （浜松） 有度 （清水）

6 昭和50年 静岡 富士水戸島上 （富士） 三番町小学校区 （静岡）

7 昭和51年 静岡 服織小学校区 （静岡） 富士第ニ小学校区 （富士）

8 昭和52年 静岡 広沢小学校区 （浜松） 清水駒越地区 （清水）

9 昭和53年 静岡 長田南小学校区 （静岡） 宮島新田クラ ブ （富士）

10 昭和54年 静岡 天竜公明小学校・八幡 （磐周） 富士川第一小・本通 （庵原）

11 昭和55年 焼津 城之崎 （磐周） 元城小学校区 （浜松）

12 昭和56年 島田 掛川西山口小学校区 （小笠） 元浜北小学校区 （西遠）

13 昭和57年 磐田 瑞穂小学校区 （浜松） 天竜市公明小学校 （磐周）

14 昭和58年 掛川 大富小学校区 （志太） 島田第一小学校区 （志太）

15 昭和59年 静岡 掛川西山口小学校区 （小笠） 大富小学校区 （志太）

16 昭和60年 浜松 広沢小学校区 （浜松） 大富小学校区 （志太）

17 昭和61年 伊東 広沢小学校区 （浜松） 伊東西小学校区 （熱・伊）

18 昭和62年 焼津 向山小学校区 （田・三） 袋井東小学校区 （磐周）

19 昭和63年 浜松 大富小学校区 （志太） 庵原体育会 (清水）

20 平成元年 沼津 大富小学校区 （志太） 城北小学校区 （静岡）

21 平成2年 静岡 服織小学校区 （静岡） 大富小学校区 （志太）

22 平成3年 磐田 雄踏小学校区 （西遠） 大富小学校区 （志太）

23 平成4年 伊東 富士見台小学校区 （富士） 清水町立南小学校区 （駿東）

24 平成5年 焼津 大富小学校区 （志太） 瑞穂小学校区 （浜松）

25 平成6年 小笠 赤佐小学校区 （西遠） 清水町立南小学校区 （駿東）

26 平成7年 沼津 向山小学校区 （田・三） 瑞穂小学校区 （浜松）

27 平成8年 焼津 清水町立南小学校区 （駿東） 原田小学校区 （富士）

28 平成9年 掛川 高部小学校区 （清水） 大富小学校区 （志太）

29 平成10年 富士宮 大富小学校区 （志太） 東部小学校区 （磐周）

30 平成11年 焼津 森下小学校区 （静岡） 大富小学校区 （志太）

31 平成12年 浜名湖 高部小学校区 （清水） 森下小学校区 （静岡）

32 平成13年 田方 高部小学校区 （清水） 川島田小学校区 （駿東）

33 平成14年 島田 高部小学校区 （清水） 富士岡小学校区 （駿東）

34 平成15年 磐田 高部小学校区 （清水） 三保小学校区 （清水）

35 平成16年 裾野 高部小学校区 （清水） 川島田・原里小学校区 （駿東）

36 平成17年 焼津 高部小学校区 （清水） 富岡小学校区 （裾野）

37 平成18年 御前崎 高部小学校区 （清水） 富岡小学校区 （裾野）

優　　　勝 準　優　勝

静岡県父親ソフトボール大会過去の成績
（昭和４５年～平成１８年）
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38 平成19年 富士宮 高部小学校区 （清水） 初生小学校区 （浜松）

39 平成20年 島田 初生小学校区 （浜松） 芝富小学校区 （富士宮）

40 平成21年 菊川 原田小学校区 （富士） 初生小学校区 （浜松）

41 平成22年 富士 原田小学校区 （富士） 芝富小学校区 （富士宮）

42 平成23年 牧之原 初生小学校区 （浜松） 吉田町中央小学校区 （牧之原）

43 平成24年 掛川 高部小学校区 （清水） 小笠北小学校区 （御前崎）

44 平成25年 伊豆 高部小学校区 （清水） 今泉小学校区 （富士）

45 平成26年 牧之原 今泉小学校区 （富士） 富士岡小学校区 （駿東）

46 平成27年 浜名湖 有度第一小学校区 （静岡） 服織小学校区 （静岡）

47 平成28年 三島 服織小学校区 （静岡） 高洲小学校区 （藤枝）

48 平成29年 牧之原 黒石小学校区 （焼津） 長田東小学校区 （静岡）

49 平成30年 御前崎 初生小学校区 （浜松） 長田東小学校区 （静岡）

50 令和元年 富士宮 長田東小学校区 （静岡） 有度第一小学校区 （静岡）

51 令和２年 牧之原 有度第一小学校区 （静岡） 初倉中学校区 （島田）

52 令和３年 菊川 有度第一小学校区 （静岡・清水） 豊田小学校区 （焼津）
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優　　　勝 準　優　勝

静岡県父親ソフトボール大会過去の成績
（平成１９年～令和３年）


