
2022 年 6 月 6 日  

《報道関係資料》 
                                               

         第 37 回 
 

 

                                               

2022 年 6 月 18 日(土)・19 日(日) 

山梨県甲府市 ＪＩＴリサイクルインクスタジアム 
 

大 会 日 程 ※状況により変更となる場合があります。 

2022 年 6 月 18 日(土) 

開会式 実施しない 

リーグ戦（第１～３試合） 10:00～ 

リーグ戦（第４～８試合） 12:40～ 

2022 年 6 月 19 日(日) 

リーグ戦（第９～12 試合） 08:50～ 

トーナメント戦 12:20～ 

トーナメント戦・決勝戦 15:10～ 

表彰式 15:50～ 

写真：前回女子クラス優勝 楽遊（大阪府） 

開催実施要項 ※詳細は本連合公式ウエブサイト大会情報に記載 

参 加 チ ー ム：80チーム（男子クラス 40チーム／女子クラス 40チーム） 

チーム編成：〈男子クラス・女子クラス〉65歳以上の男子もしくは女子とする。 

監督の性別は、それぞれのクラスに適合するものとし、年齢は問わない。 

競 技 方 法：クラス別に４チームリーグ戦を行い、順位を決定。 

各リーグの代表チームがトーナメント戦に進出。 

◎リーグ戦：クラス別に各コート４チームリーグ戦を２組（Ａパート・Ｂ 

パート）行い、各コートの代表（Ａ・Ｂパート各１位）がトーナメント戦 

に進出する。 

      ◎トーナメント戦：クラス別にトーナメント戦を行い、各クラスの順位を決 

定する。 

表 彰：優勝・準優勝・第３位（２チーム）を表彰する。 

      優勝チームには連合会長杯を授与する。 
 

〔本件に関するお問い合わせ〕 

 

 

                      E-MAIL：info@gateball.or.jp 

〒160-0013東京都新宿霞ヶ丘町 4-2 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 508 

   TEL:03-6384-5935 / FAX:03-6384-5936 

当日のご取材にあたって（本連合公式ウエブサイトで取材申込についてご案内しております） 

大会当日連絡先 TEL：055-244-6020 ／ 携帯：090-1404-3633 

 ※ご来場時、会場内「プレス受付」、もしくは「大会本部」に必ずお立ち寄りください。 

 ※ニュースリリース、大会結果配信をご希望の方はご連絡ください。 

 

mailto:info@gateball.or.jp
tel:03-6384-5935


出場チーム 

歴代優勝チーム（過去５大会） 

チームデータ（2022年 6月 1日現在）

※年齢は本大会のチーム編成に従い、2022年 4月 1日現在

※上記データの人数には監督を含みます。年齢の平均には監督は含まれません。

都道府県 チーム名 都道府県 チーム名 都道府県 チーム名 都道府県 チーム名

青森県 十和田西 岐阜県 水都 岩手県 盛岡レディース 静岡県 伊豆の国　B

岩手県 岩手矢巾 静岡県 伊豆の国　A 宮城県 伊達なレディース 愛知県 上郷

宮城県 一迫 愛知県 片山とおりゃんせ 秋田県 秋田華フレンド 三重県 法田

秋田県 秋田象潟 三重県 松阪クラブ 山形県 山形庄内 滋賀県 湖南市

山形県 だだちゃ豆キング 滋賀県 長浜クラブ 福島県 福島中央 京都府 西京

福島県 伊達市ＫＧＢ 京都府 亀岡 茨城県 取手クラブ 大阪府 大阪あじさい

茨城県 ストロング取手 大阪府 東大阪 栃木県 花みずき 奈良県 生駒

栃木県 三島 奈良県 良福寺 群馬県 あすなろGリーグ 和歌山県 ザ・ワカヤマ有田

群馬県 真田丸Gリーグ 和歌山県 川 辺 埼玉県 中妻 島根県 どんぐり

埼玉県 深谷岡部 島根県 坂下 千葉県 千葉・なかよし 岡山県 あじさい

千葉県 ＮＳ・君津 岡山県 桃太郎 東京都 ウインゲッターＬ 広島県 黎明会

東京都 杉並 広島県 広島五日市 神奈川県 明球会Ｂ 徳島県 小松島シニア

神奈川県 泉中田 徳島県 小松島 西新居 香川県 長尾銀河

イクぢゃん会 香川県 小豆島豊栄 神金 愛媛県 今治しまなみレディース

アルプス貴陽 愛媛県 四国中央 新潟県 片貝レディース 高知県 乙女倶楽部

新潟県 片貝クラブ 高知県 西土佐倶楽部 富山県 フレンド熊野 福岡県 町上津役

富山県 愛宕 長崎県 西海大島 石川県 根上フラワ 佐賀県 千手

石川県 中能登 熊本県 八代トマト 福井県 さくら福井 長崎県 西海大島レディース

福井県 河西クラブ 鹿児島県 わいわいクラブ 長野県 飯綱ピーチ 鹿児島県 たんぽぽ

長野県 松本山河 沖縄県 那覇 岐阜県 和 沖縄県 球美ＧＢクラブ

《男子クラス》 《女子クラス》

山梨県

山梨県

開催地

第30回 2015 宮城県蔵王町 米五 （福井） 大分カボス （大分）

第31回 2016 東京都江東区 都城友の会 （宮崎） 花みずき （岐阜）

第32回 2017 岡山県岡山市 十和田西 （青森） さくら （岡山）

第33回 2018 鹿児島県指宿市 水都 （岐阜） 木曜クラブ （岩手）

第34回 2019 新潟県燕市 能美シティー （石川） 楽遊 （大阪）

開催 男子クラス 女子クラス

　第35回・第36回は中止

男子  74.5歳 女子  75.2歳

男子

 80.5歳

　伊達市ＫＢＧ（福島県）

　ＮＳ・君津（千葉県）

女子

 80.7歳

　伊豆の国Ｂ（静岡県）

男子
 92歳

　ＮＳ・君津（千葉県）
女子

 92歳

　伊豆の国Ｂ（静岡県）

参加チーム数／選手数

平均年齢・最高チーム

最高齢選手

平均年齢

　　80チーム（男子：40チーム　　女子：40チーム）

　／　449 名（男子：223名　　女子：226名）


