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公益財団法人 日本野球連盟 

  

 

２０２０年度 JABA公式大会の一部中止等について 

 

 

 公益財団法人日本野球連盟（会長：清野智、以下日本野球連盟）は、新型コロナウイルス

感染拡大防止の観点から当面のＪＡＢＡ公式大会の開催可否について協議してまいりまし

たが、本日正式に決定しましたのでお知らせします。 

「第 45 回全日本クラブ野球選手権大会」、「第 46 回社会人野球日本選手権大会」及び一部

の今年度のＪＡＢＡ公式大会を中止することとし、4 月末までのオープン戦自粛を要請する

こととしました。 

ＪＡＢＡ東京スポニチ大会中止以降、日本選手権対象ＪＡＢＡ大会につきましては、無観

客試合を前提に進めて参りました。 

しかしながら、今もなお感染者が増え続け（特に東京は急増）、複数の自治体から不要不

急の外出自粛要請が出されている中、各大会に出場するチームが公共交通機関を利用して

遠征する場合の集団感染リスク等、感染拡大のリスクが高まっています。 

このような状況の下、完全な形での開催は困難であるとの判断に至った次第です。 

 詳細につきましては、【別紙①、②】をご覧ください。 
 

以上 
 

http://www.jaba.or.jp/taikai/2020/pdf/c_b1.pdf
http://www.jaba.or.jp/taikai/2020/pdf/c_b2.pdf


清野会長のコメント 

 

新型コロナウイルス感染症によってお亡くなりになった方々のご冥福をお祈りするととも

に、罹患された皆様に心よりお見舞い申し上げます。 

 

日本野球連盟は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から当面のＪＡＢＡ公式大会開

催の可否について協議して参りましたが、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない

状況の中、完全な形での開催は難しいとの判断に至り、「第 45 回全日本クラブ野球選手権

大会」、「第 46 回社会人野球日本選手権大会」及び一部の今年度のＪＡＢＡ公式大会を残念

ながら中止することといたしました。 

 

全日本クラブ野球選手権大会中止は、1976 年の誕生以来初めてであり、社会人野球日本選

手権大会中止は、2011 年（東日本大震災の影響で中止）以来 2 度目です。 

 

社会人野球ファンの皆様、チーム関係者並びに社会人野球を支えていただいている皆様に

は、何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

2020 年 4 月 2 日 

 

公益財団法人日本野球連盟 

会 長  清野 智 



【別紙①】 

２０２０年度 JABA公式大会の中止等 

１．中止とする大会 

（１）社会人野球日本選手権大会対象 JABA大会（10大会） 

  ・第 67回 JABA静岡大会（4月 3日～5日間） 

  ・第 49回 JABA四国大会（4月 4日～5日間） 

  ・第 62回 JABA長野県知事旗争奪大会（4月 8日～5日間） 

  ・第 63回 JABA岡山大会（4月 15日～5日間） 

  ・第 43回 JABA日立市長杯選抜野球大会（4月 17日～5日間） 

  ・第 71回 JABA京都大会（4月 25日～5日間） 

  ・第 73回 JABAベーブルース杯大会（5月 1日～5日間） 

  ・第 73回 JABA九州大会（5月 7日～5日間） 

  ・第 51回 JABA東北大会（5月 8日～5日間） 

 ・第 62回 JABA北海道大会（5月 18日～4日間） 

 

（２）第 45回全日本クラブ野球選手権大会各地区予選及び本大会 

  第 45回全日本クラブ野球選手権大会 

   期間：５月２５日（月）～２８日（木） 

   会場：メットライフドーム 

 

（３）第 46回社会人野球日本選手権大会各地区最終予選及び本大会 

第 46回社会人野球日本選手権大会 

   期間：７月２日（木）～１５日（水） 

   会場：ほっともっとフィールド神戸・京セラドーム大阪 

 

（４）5月末日までに予定されているその他の JABA公式大会 

  【別紙②】ご参照 

 

２．その他 

（１）一部地区においては、第 91回都市対抗野球大会の一次予選が 5月末日までに開催

予定となっているが、これについては、6 月以降に日程変更するよう当該連盟（又

は協会）あて要請する。 

 

（２）各地区連盟が主催して行う予定の各地区クラブ大会の実施については、別途、日本

野球連盟と各地区連盟との間で協議する。 

 

 （３）加盟チームが行うオープン戦については、４月３０日まで自粛を要請する。 

                                      以上 



【別紙②】

実施済（中含む）の大会

中止した大会

中止または延期した大会

主　催 大　会　名（正式名称） 期　　日 球　　　場 数 試合方式

宮城 第3回社会人野球東北地区大学対抗戦 3/30～2日間 東北福祉大・仙台市民 12 対抗戦

福島 第24回JABA福島市長杯争奪大会 5/2～4日間 信夫ケ丘 12 トーナメント

主　催 大　会　名（正式名称） 期　　日 球　　　場 数 試合方式

北信越 第62回JABA富山大会 4/17～3日間 富山市民アルペン・富山県営 13 トーナメント

北信越 第63回JABA新潟大会 5/2～4日間 ハードオフエコS新潟 9 リーグ戦・トーナメント

長野 第6回JABA北信越クラブカップ大会 第一次長野県予選 5/9～2日間 佐久総合 4 トーナメント・敗者復活

新潟 第6回JABA北信越クラブカップ大会 第一次新潟県予選 5/23～2日間 鳥屋野・みどりと森 9 トーナメント

富山 第6回JABA北信越クラブカップ大会 第一次福井・石川・富山予選 5/16 県営富山 3 リーグ戦

主　催 大　会　名（正式名称） 期　　日 球　　　場 数 試合方式

関東 第47回社会人野球東京六大学対抗戦 4/3～3日間 明治神宮 12 対抗戦

埼玉 第2回ＪＡＢＡ埼玉県協会企業チームリーグ戦 4/21～2日間 市営浦和・岩槻川通 3 リーグ戦

第13回JABA関東連盟クラブ選手権大会 埼玉県予選

兼 第91回都市対抗野球大会１次予選

千葉 第2回ＪＡＢＡ千葉県クラブ春季大会 3/21・22・28 長生の森・ゼットエーボールパーク 7 トーナメント

千葉 第10回JABA千葉県知事杯 兼 関東クラブ選手権千葉大会 5月～9月 長生の森 他 7 リーグ戦

東京 2020年度ＪＡＢＡ東京都企業春季大会 3/25～5日間 ＪＲ東日本柏グラウンド 8 トーナメント・順位決定戦

山梨 第47回JABA春季大会 兼 南アルプス市長杯大会 5/15～3日間 南アルプスジェット 9 トーナメント

《東海》

主　催 大　会　名（正式名称） 期　　日 球　　　場 数 試合方式

東海 第20回東海社会人・愛知大学野球対抗戦 3/16～3日間 パロマ瑞穂 6 対抗戦

東海 2020年JABA東海地区春季大会 3/21～5日間 岡崎市民 14 トーナメント

静岡 2020年ＪＡＢＡ静岡県クラブ春季大会 兼 第45回全日本クラブ選手権1次予選 3/14～2日間 西ヶ谷 6 トーナメント

静岡 第6回JABA東海地区クラブ野球選手権大会 静岡県予選 5/16～2日間 西ヶ谷 6 トーナメント

愛知 2020年JABA東海地区クラブ野球選手権大会 愛知県予選 5/16～2日間 岡崎市民 7 トーナメント

三重 2020年ＪＡＢＡ東海地区クラブ野球選手権大会 三重県予選 5/16 ホンダドリームＳ 2 トーナメント

主　催 大　会　名（正式名称） 期　　日 球　　　場 数 試合方式

京都 第145回ＪＡＢＡ京都府春季大会 3/7・14・15・20・21 わかさＳ京都 12 リーグ戦・トーナメント

奈良 第6回JABA近畿クラブ会長杯 奈良県予選 5/16・17・6/21 佐藤薬品S 9 トーナメント

大阪 2020年度ＪＡＢＡ大阪府野球連盟春季大会 3/20～5日間 パナソニックＢＢＳ 13 トーナメント

第6回ＪＡＢＡ近畿クラブ会長杯 大阪府予選

兼 第45回全日本クラブ野球選手権大会 大阪・和歌山1次予選

第6回JABA近畿クラブ会長杯 兵庫県予選

兼 第45回全日本クラブ野球選手権大会 兵庫1次予選

《中国》

主　催 大　会　名（正式名称） 期　　日 球　　　場 数 試合方式

中国 第50回JABA徳山スポニチ大会 4/3～4日間 津田恒実メモリアルS 15 トーナメント

岡山 第24回社会人・大学対抗野球大会 3/21～2日間 マスカットＳ 10 対抗戦

第68回ＪＡＢＡ松本滝蔵旗野球大会

兼 第56回JABA三浦芳郎旗争奪広島県大会

山口 2020年度JABA毎日杯・知事杯争奪山口県野球大会 3/20～2日間 日本製鉄光 5 トーナメント

　
主　催 大　会　名（正式名称） 期　　日 球　　　場 数 試合方式

四国 第68回ＪＡＢＡ春季四国野球大会 3/21～2日間 坊っちゃんＳ 6 トーナメント

主　催 大　会　名（正式名称） 期　　日 球　　　場 数 試合方式

福岡 第64回ＪＡＢＡ福岡県野球連盟会長杯大会 3/20～3日間 11 トーナメント

沖縄 第38回ＪＡＢＡ石川逢篤杯争奪硬式野球大会 3/20～3日間 ANA BALL PARK浦添 他 9 トーナメント

トーナメント

《四国》

《九州》

広島 3/20～3日間 やまみ三原市民 9 トーナメント

兵庫 3/20～22・4/4・5 高砂市・Ｇ7Ｓ神戸 8 トーナメント・敗者復活

《近畿》

大阪 4/4～2日間 ＮＴＴ淀総合 7

《北信越》

《関東》

5月末日までに開催するその他のJABA公式大会

《北海道》 

《東北》

該当なし

埼玉 5/2～5日間 市営浦和・岩槻川通 12 トーナメント


