
北海道 北信越 中国地区

東北地区 東海地区 四国地区

7 46 1971  和歌山 横浜市　初優勝  福島県　初  栃木県　初  石川県　初  神戸市　初  広島県　初  大分県　初  横浜市　初 東京都　初  名古屋市初  高知県　初  東京大会

8 47 1972  鹿児島 神戸市　初優勝  福島県　２  茨城県　初  石川県　２  神戸市　２  広島県　２  横浜市　２ 東京都　２  愛知県　初  愛媛県　初  東京大会

9 48 1973  千　葉 神戸市　二度目  福島県　３  東京都　３  愛知県　２  神戸市　３  広島県　３  大分県　２  栃木県　２  千葉県　初  関　東  身スポ公式競技

10 49 1974  茨　城 福岡県　初優勝  秋田県　初  栃木県　３  長野県　初  神戸市　４  徳島県　初  福岡県　初  鳥取県　初  茨城県　２  中国・四国

11 50 1975  三　重 神戸市　三度目  岩手県　初  横浜市　３  長野県　２  神戸市　５  愛媛県　２  福岡県　２  名古屋市２  三重県　初  北信越・東海

12 51 1976  佐　賀 佐賀県　初優勝  北海道　初  埼玉県　初  新潟県　初  神戸市　６  徳島県　２  宮崎県　初  山口県　初  佐賀県　初  中国・四国

13 52 1977  青　森 神戸市　四度目  福島県　４  神奈川県初  静岡県　初  神戸市　７  島根県　初  大分県　３  富山県　初  青森県　初  北信越・東海

14 53 1978  長　野 横浜市　二度目  北海道　２  横浜市　４  新潟県　２  神戸市　８  島根県　２  大分県　４  秋田県　２  長野県　３  北海道・東北

15 54 1979  宮　崎 静岡県　初優勝  岩手県　２  神奈川県２  静岡県　２  神戸市　９  高知県　２  長崎県　初  山口県　2  宮崎県　２  中国・四国

16 55 1980  栃　木 徳島県　初優勝  岩手県　３  群馬県　初  新潟県　３  滋賀県　初  徳島県　３  鹿児島県初  愛知県　３  栃木県　４  北信越・東海

17 56 1981  滋　賀 滋賀県　初優勝  岩手県　４  横浜市　５  静岡県　３  神戸市　10  愛媛県　３  大分県　５  札幌市　初  滋賀県　２  北海道・東北

18 57 1982  島　根 徳島県　二度目  秋田県　３  群馬県　２  新潟県　４  滋賀県　３  徳島県　４  熊本県　初  岡山県　初  島根県　３  中国・四国

19 58 1983  群　馬 愛媛県　初優勝  青森県　２  茨城県　３  愛知県　４  滋賀県　４  愛媛県　４  北九州市初  富山県　２  群馬県　３  北信越・東海

20 59 1984  奈　良 滋賀県　二度目  岩手県　５  群馬県　４  新潟県　５  滋賀県　５  徳島県　５  鹿児島県２  札幌市　２  奈良県　初  北海道・東北

21 60 1985  鳥　取 滋賀県　三度目  福島県　５  川崎市　初  新潟県　６  滋賀県　６  愛媛県　５  北九州市２  岡山県　２  鳥取県　２  中国・四国

22 61 1986  山　梨 愛媛県　二度目  札幌市　３  神奈川県３  新潟県　７  滋賀県　７  愛媛県　６  大分県　６  岐阜県　初  山梨県　初  北信越・東海

23 62 1987  沖　縄 滋賀県　四度目  札幌市　４  神奈川県４  愛知県　５  滋賀県　８  徳島県　６  鹿児島県３  秋田県　４  沖縄県　初  北海道・東北

24 63 1988  京　都 京都府　初優勝  青森県　３  神奈川県５  愛知県　６  滋賀県　９  愛媛県　７  鹿児島県４  群馬県　５  京都府　初  関　東

25 1 1989  北海道 大分県　初優勝  福島県　６  横浜市　６  長野県　４  滋賀県　10  愛媛県　８  大分県　７  福岡市　初  北海道　３  札幌市　５  九　州

26 2 1990  福　岡 福岡県　二度目  岩手県　６  栃木県　５  愛知県　７  滋賀県　11  徳島県　７  大分県　８  奈良県　２  福岡県　３  福岡市　２  北九州市３  近　畿

27 3 1991  石　川 札幌市　初優勝  札幌市　６  神奈川県６  新潟県　８  京都府　２  愛媛県　９  長崎県　２  岡山県　３  石川県　３  中国・四国

28 4 1992  山　形 埼玉県　初優勝  福島県　７  埼玉県　２  愛知県　８  奈良県　３  徳島県　８  長崎県　３  長野県　５  山形県　初  北信越・東海

29 5 1993  徳　島 愛媛県　三度目  札幌市　７  神奈川県７  愛知県　９  滋賀県　12  愛媛県　10  福岡県　４  青森県　４  徳島県　９  北海道・東北

30 6 1994  愛　知 徳島県　三度目  札幌市　８  埼玉県　３  長野県　６  京都府　３  徳島県　10  福岡市　３  神奈川県８  愛知県　10  名古屋市３  関　東

31 7 1995  福　島 愛媛県　四度目  青森県　５  群馬県　６  愛知県　11  滋賀県　13  愛媛県　11  福岡県　５  大分県　９  福島県　８  九　州

32 8 1996  広　島 愛媛県　五度目  青森県　６  群馬県　７  三重県　２  滋賀県　14  愛媛県　12  長崎県　４  奈良県　４  広島県　４  広島市　初  近　畿

33 9 1997  大　阪 徳島県　四度目  青森県　７  東京都　４  三重県　３  京都府　４  徳島県　11  鹿児島県５  広島県　５  大阪府　初  大阪市　初  中国・四国

34 10 1998  神奈川 青森県　初優勝  青森県　８  埼玉県　４  愛知県　12  神戸市　10  広島市　２  鹿児島県６  新潟県　９  神奈川県９  横浜市　７  北信越・東海

35 11 1999  熊　本 徳島県　五度目  札幌市　９  埼玉県　５  愛知県　13  京都府　５  徳島県　12  鹿児島県７  岩手県　７  熊本県　２  北海道・東北

36 12 2000  富　山 愛知県　初優勝  青森県　９  埼玉県　６  愛知県　14  京都府　６  愛媛県　13  沖縄県　２  群馬県　８  富山県　３  関　東

開催地
その他

開催県回 和暦
開催地
その他

全国身体障害者スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会

令和１年6月現在

九州地区 その他地区 開催地近畿地区

グランドソフトボール競技　記録　

全国優勝 備考関東地区西暦 その他地区



北海道 北信越 中国地区

東北地区 東海地区 四国地区

1 13 2001  宮　城 徳島県　六度目  岩手県　８  山梨県　２  三重県　４  大阪府　２  徳島県　13  鹿児島県８  福岡市　４  宮城県　初  仙台市　初  九　州 全国障害者スポーツ大会

2 14 2002  高　知 徳島県　七度目  岩手県　９  埼玉県　７  三重県　５  大阪府　３  徳島県　14  鹿児島県９  京都府　７  高知県　３  近　畿

3 15 2003  静　岡 徳島県　八度目  仙台市　２  埼玉県　８  三重県　６  京都府　８  徳島県　15  長崎県　５  岡山県　４  静岡県　４  中国・四国

4 16 2004  埼　玉 青森県　二度目  青森県　10  東京都　５  三重県　７  大阪府　４  徳島県　16  福岡市  ５  石川県　４  埼玉県　９  北信越・東海

5 17 2005  岡　山
徳島県　九度目
山梨県　初優勝

 福島県　９  山梨県　３  三重県　８  奈良県  ４  徳島県　17  鹿児島県10  札幌市　10  岡山県　５  北海道・東北
決勝戦無得点のため、大会規定
により両チーム優勝

6 18 2006 兵　庫 山梨県  二度目 青森県 11  群馬県　９  愛知県　15  京都府　９  徳島県　18  沖縄県　３  山梨県　４  兵庫県　初  神戸市　11  関　東

7 19 2007 秋　田 福岡県　三度目 福島県 10 山梨県　5 三重県　９  大阪市　２  広島市　３  福岡県　６  福岡市　６  秋田県　５  九　州

8 20 2008 大　分 大阪府　初優勝 仙台市　6 山梨県　6 三重県　10 大阪府　5 徳島県　19 福岡県　７ 大分県　10 7チームとなりその他枠廃止

9 21 2009 新　潟 福岡県　四度目 仙台市　7 埼玉県　10 愛知県　16 大阪府　6 徳島県　20 福岡県　８ 新潟県　10

10 22 2010 千　葉 愛媛県　六度目 青森県　12 山梨県　7 愛知県　17 京都府　10 愛媛県　14 千葉県　2
福岡県が派遣拒否のため
6チームで実施

11 23 2011 山　口 三重県　初優勝 青森県 13 群馬県　10 三重県　11 京都府　11 広島県　６ 鹿児島県11 山口県　3

12 24 2012 岐　阜 山梨県  三度目 仙台市　5 山梨県　８ 三重県　12 大阪市　3 徳島県　21 鹿児島県12 岐阜県　2

13 25 2013 東　京 大阪市　初優勝 岩手県 10 埼玉県　11 愛知県　18 大阪市　4 広島県　７ 鹿児島県13 東京都　6

14 26 2014 長　崎 福岡県　五度目 宮城県　2 埼玉県　12 愛知県　19 滋賀県　15 広島県　８ 福岡県　９ 長崎県　6

15 27 2015 和歌山 広島県　初優勝 仙台市　6 東京都　７ 愛知県　20 大阪市　５ 広島県　９ 鹿児島県14 和歌山県 初

16 28 2016 岩　手 広島県　二度目 青森県  14 山梨県　９ 三重県　13 京都府　12 広島県　10 福岡県　10 岩手県　11

17 29 2017 愛　媛
福岡県　六度目
愛媛県　七度目

岩手県　12 東京都　８ 三重県　14 大阪市　６ 広島県　11 福岡県　11 愛媛県　15 台風の影響により同時優勝

18 30 2018 福　井 鹿児島県　初優勝 岩手県　13 東京都　９ 三重県　15 大阪市　7 徳島県　22 鹿児島県15 福井県　初

19 1 2019 茨　城 福島県 11 東京都　10 静岡県 ５ 大阪市　８ 高知県　４ 福岡県　12 茨城県　４ 台風の影響により大会中止

20 2 2020 鹿児島 福島県 11 東京都　10 静岡県 ５ 大阪市　８ 高知県　４ 福岡県　12 鹿児島県16 新型ｺﾛﾅ感染によ大会延期

21 3 2021 三　重 群馬県　11 愛知県　21 京都府　13 高知県　４ 福岡県　12 三重県　16 新型ｺﾛﾅ感染によ大会中止

22 4 2022 栃　木

時別 5 2023 鹿児島 2020年より延期

23 6 2024 佐　賀 国民スポーツ大会へ変声

24 7 2025 滋　賀

25 8 2026 青　森

26 9 2027 宮　崎

27 10 2028 長　野

28 11 2029 群　馬

29 12 2030 島　根

＊　都道府県名・政令指定都市名の後の数字は、出場回数を表す。

＊　昭和４６年・４７年は、日盲連主催で東京大会として開催。

＊　昭和４８年の千葉大会より、全国身体障害者スポーツ大会として開催。

＊　平成１３年の宮城大会より、全国障害者スポーツ大会として開催。

近畿地区回 和暦 西暦 その他地区 備考開催県 全国優勝 関東地区 開催地
開催地
その他

開催地
その他

九州地区 その他地区


