
女子野球界における
「これまで」 と 「これから」



女子野球界における 「これまで」 ①

～ 女子野球の歴史は約120年以上！～

1902(明治35)年~1926(大正15)年

1902(明治35)年 京都市第一高等小学校が、安全のためラケットとゴムボール
を使った女子用ベースボールを考案。

1917(大正6)年 今治高等女学校に日本の高等女学校として初の野球クラブができる。
1918(大正7)年 軟式ボールが開発される。
1919(大正8)年 新愛知新聞社主催の高等女学校野球大会が開催される。

全国の高等女学校で少年野球用ゴムボールを使った野球がブームになる。

1923(大正12)年 ある県の知事が、女子に野球は危険だと提言。
1926(大正15)年 文部省が女子の体操種目から野球を削除。

「足を開いてバットを振るなど最も女子らしからぬ行為」等、
女子の美徳に反し過激と判断。



女子野球界における 「これまで」 ②

～ 再び動き出した女子野球 ～

1948(昭和23)年~1971(昭和46)年

1948(昭和23)年 非公式ながら野日本初の女子プロ球チーム
といわれる「東京ブルーバード」が結成。

1950(昭和25)年 日本女子野球連盟が発足 4チームでプロ
リーグ開幕。
準硬式ボール（トップボール）
プロは、最初４チームで開催
一大ブームを巻き起こした。

1952(昭和27)年 日本女子野球連盟（女子プロ）に代わり、
日本女子野球協会が発足、ノンプロ

（社会人チーム）のリーグも人気を博す。
最盛期26チームを数えた。

1967(昭和42)年 女子野球リーグが休止。
1971(昭和46)年 日本女子野球協会が消滅、女子野球が

表舞台から姿を消す。



女子野球界における 「これまで」 ③

～ 繋いだ小さな光が、大きな光へ ～

1986(昭和61)年~ 

1986年 全国大学女子軟式野球連盟が発足 プレ大会(全国大会）開催
1987年 全日本軟式野球連盟が女子学童の登録を許可
1990年 全日本女子軟式野球連盟が発足 第1回全国大会を開催
1994年 全日本軟式野球連盟が女子中学生の登録を許可

1995(平成7)年 日本初の硬式野球大会「日中対抗女子中学高校親善野球大会」開催
1997年 神村学園、埼玉栄、花咲徳栄高校などが女子硬式野球部を設立

同年、初の女子硬式野球高校全国大会が開催
1998年 全国高等学校女子硬式野球連盟が発足
1999年 初代女子野球日本代表が全米女子野球選手権に出場
2002年 全日本女子野球協会が発足（現在の全日本女子野球連盟の前身）
2004年 国際野球連盟が初めて女子野球ワールドカップを開催＠カナダ
2005年 第1回全日本女子硬式野球選手権大会が開催
2006年 第1回全日本女子硬式クラブ野球選手権大会が開催

2008(平成20)年 第3回女子野球ワールドカップで日本が初めて金メダルを獲得
2009年 日本女子プロ野球機構が発足し、2010年にリーグが開幕
2011年 全国大学女子硬式野球大会がスタート

女子プロ野球チームと女子硬式アマチュアの決戦「ジャパンカップ」がスタート
2013年 NPBが学童女子の全国大会「ガールズトーナメント」をスタート
2015年 全国女子中学生硬式野球選手権大会がスタート
2016年 全日本軟式野球連盟が女子中学生軟式野球の全国大会をスタート

2017年 第1回女子野球アジアカップが開催されU-18の日本代表は初代チャンピオン
2018年 埼玉県・加須市に女子硬式野球場「加須きずなスタジアム」が完成

「女子硬式野球ミュージアム開設」
2019年 「公式 女子野球チャンネル」開局 高校の選抜大会20回を記念して

女子硬式野球応援ソングが完成
2020(令和2)年 野球殿堂博物館においてアワード 授賞式を開催



女子野球チームの統括、
女子大会主催団体

男子チームにおいて、女子選手を集めてチ
ーム編成、大会派遣。
および女子の大会主催する団体

女子野球界における 「現在」 ①

～ 組織図の中の女子野球 ～



女子野球界における 「現在」 ②

～ 女子硬式野球の組織 ～

世界野球ソフトボール連盟(WBSC)加盟

（一財）全日本野球協会 （BFJ） JOC加盟

(公財)日本野球連盟 （JABA） 体協加盟

アジア野球連盟(ＢFA)加盟

（一社） 全日本女子野球連盟 （ＷＢＦＪ）

・アマチュア女子硬式野球統括
・女子野球普及活動
・全国大会主催・運営
・日本代表選考、編成、派遣
・マドンナジャパン 商標管理 ほか

女子

プロ野球

機構

女子代表

編成委員会

各連盟は、チームおよび選手登録を整備。カテゴリーごとの大会の主催、実施、各カテゴリーの
普及と発展に努め、WBFJはサポート体制を整える

・クラブ連盟の中には中学生を中心としたユースチームも含まれる。
・将来ユースチームが増加した場合、ユースチーム連盟を別途立ち上げる。

ユースチーム

当連盟女子野球（アマチュア・硬式）の全体構図

協力関係

大学連盟高校連盟 クラブ連盟



女子野球界における 「現在」 ③

～ 女子硬式野球競技人口推移 ～



女子野球界における 「現在」 ③-2

～ 女子硬式野球競技人口と女子野球(軟硬式）全体人口 ～

女子硬式チームと人口 男子硬式野球の中でプレーする女子選手

・高校： 全国高等学校女子硬式野球連盟
32校 971選手

・大学： 全国大学女子硬式野球連盟
8校 236選手

・クラブ： 全日本女子硬式野球クラブ連盟
★ユース部（中学生チーム）

14チーム 274名

★クラブチーム（中高校生～社会人）
26チーム 664名

・その他： 未登録チームの選手 想定200名

・女子プロ野球： 4チーム 71選手

●女子硬式チーム数と競技人口
アマチュア約80チーム、 2,416名
プロ４チーム、 71名

2019年7月現在

・リトルリーグ ・ジャパンリーグ
・シニアリーグ ・フレッシュリーグ
・サンリーグ ・ポニーリーグ
・ヤングリーグ ・ボーイズリーグ
・日本KWB連盟 ・全国高等学校野球連盟
・全日本大学野球連盟 ・社会人クラブチーム

※上記団体では選手登録時に男女別での登録がないため、女子
選手の数が把握できない状況

女子硬式野球登録競技者

合計約2,487名

上記団体で硬式でプレーをしている女子選手の
推定数を合わせて、硬式女子選手は

約3,426名

軟式・硬式合わせた女子野球選手は
推定で

約21,000名！



小学生

中学生

高校生

主催：全国高等学校女子硬式野球連盟（当連盟加盟）
・春の選抜上位8チームが全日本選手権へ
・春、夏上位４チームがジャパンカップへ

大会：女子の硬式全国大会はなし

大会：5月・WBFJ女子中学生硬式野球大会
7月・全国女子中学生硬式野球選手権大会

大会：3月・全国高等学校女子硬式野球選抜大会
7月・全国高等学校女子硬式野球選手権大会
8月・全国女子硬式野球ユース大会(新人戦)

大学生

主催：全国大学女子硬式野球連盟主催（当連盟加盟）
・春の選抜上位6チームが全日本選手権へ
・秋の選手権上位2チームがジャパンカップへ

大会：5月・全国大学女子硬式野球選手権高知大会
9月・全国大学女子硬式野球選手権大会
新人大会は2021・秋からスタート予定

社会人(クラブ）
主催：全日本女子野球連盟 WBFJ
共催：全日本女子硬式野球クラブ連盟 (当連盟加盟）
・上位2チームがジャパンカップへ

大会：10月・全日本女子硬式クラブ野球選手権大会

女子プロ野球
大会：ジャパンカップ
プロアマNo.1を決める大会

大会：全日本女子硬式野球選手権大会
アマチュアNo.1を決める大会

主催：全日本女子野球連盟 WBFJ
高校・大学・クラブの各カテゴリーにおいて全国大会や予選で上位
になった32チームで戦う

主催：日本女子プロ野球機構
高校の選手権上位4チーム、大学選手権上位2チーム
クラブ選手権上位2チームと女子プロのチームで戦う

主催：全日本女子野球連盟 WBFJ
共催：全日本女子硬式野球クラブ連盟（当連盟加盟)
・WBFJ大会は登録チームのみ出場
・日本中学硬式野球協議会に属する女子選手・チームも出場可

女子野球界における 「現在」 ④

～ 女子硬式野球の全国大会 ～



女子硬式高校野球



・1995（平成７）年８月 初代事務局長 四津浩平が私財を投じて日本初の硬式野球大会
日中対抗女子中学高校親善野球大会開催（東京都・福生市）

・1996（平成８）年８月 日韓親善女子硬式野球優勝大会開催（東京都・福生市）
・1997（平成９）年８月 第1回全国高校女子硬式野球大会開催（東京都・福生市） 【加盟5校】
・1998（平成10）年 全国高等学校女子硬式野球連盟発足

初代会長に 東隆眞 が就任、初代事務局長は四津浩平

・2000（平成12）年４月 第1回全国高等学校女子硬式野球選抜大会開催 【加盟5校】
二代目会長に 佐藤栄太郎 が就任

・2004（平成16）年８月 第8回の夏の選手権大会が関東から兵庫県市島町に移管
三代目会長に 畑茂 が就任、二代目事務局長は堀秀政

・2010（平成22）年８月 第１回全国女子硬式野球ユース選手権大会開催（埼玉県加須市・栃木県佐野市）
【加盟6校】

・2011（平成23）年３月 第12回全国高等学校女子硬式野球選抜大会 東日本大震災の影響で中止
・2014（平成26）年３月 第15回全国高等学校女子硬式野球選抜大会が兵庫県から埼玉県に移管 【加盟14校】

・2017（平成29）年９月 第1回BFA女子野球アジアカップが開催され、高校生で編成した日本代表が優勝
四代目会長に 坂谷高義 が就任

・2018（平成30）年３月 埼玉県加須市民運動公園野球場が
「加須きずなスタジアム」と名称変更 【加盟27校】

・2019（平成31）年３月 公式：女子野球チャンネル開局
（三大会の準決勝、決勝がライブ配信）【加盟32校】

（令和元）年11月 第2回BFA女子野球アジアカップ開催
高校生で編成した日本代表が2連覇を達成

～ 女子硬式高校野球の歴史 ～

全国高等学校女子硬式野球連盟 ©WBFJ



～ 女子硬式高校野球の加盟校 ～

全国高等学校女子硬式野球連盟

一般社団法人 全日本女子野球連盟（ＷＢＦＪ）

クラブ連盟 大学連盟 高校連盟

ユースチーム

１）駒沢女子学園女子高等学校（東京都） ２）花咲徳栄高等学校（埼玉県） ３）埼玉栄高等学校（埼玉県）

４）蒲田女子高等学校（東京都） ５）福知山成美高等学校（京都府） ６）神村学園高等部（鹿児島県）

７）京都両洋高等学校（京都府） ８）日南学園高等学校（宮崎県） ９）村田女子高等学校（東京都）

10）横浜隼人高等学校（神奈川県） 11）開志学園高等学校（新潟県） 12）至学館高等学校（愛知県）

13）京都外大西高等学校（京都府） 14）福井工業大学付属福井高等学校（福井県） 15）履正社高等学校（大阪府）

16）室戸高等学校（高知県） 17）神戸弘陵学園高等学校（兵庫県） 18）折尾愛真高等学校（福岡県）

19）作新学園高等学校（栃木県） 20）叡明高等学校（埼玉県） 21）大阪体育大学浪商高等学校（大阪府）

22）岐阜第一高等学校（岐阜県） 23）秀明八千代高等学校（千葉県） 24) 札幌新陽高校（北海道）

25）佐伯高等学校（広島県） 26）クラーク記念国際高等学校（宮城県） 27）秀岳館高等学校（熊本県）

28）高知中央高等学校（高知県） 29）新田高等学校（愛媛県） 30）岡山学芸館高等学校（岡山県）

31）島根中央高等学校（島根県） 32）京都明徳高等学校（京都府）

駒大苫小牧高等学校 北海道

松本国際高等学校 長野県

蒼開高等学校 兵庫県

花巻東高等学校 岩手県

加盟校数 32校 ・ 登録選手 971名 （2019年7月現在）

※その他、2021年、2022年に創部検討をしている
高校も複数あり



【全国高等学校女子硬式野球選手権大会】
開催地： 兵庫県・丹波市
出場チーム： 36チーム
・７回大会まで東京都を中心とする関東地方で開催していたが、８回大会より丹波市で開催
・2020年度は、7月25日～8月2日で24回目の大会を開催予定

【全国高等学校女子硬式野球選抜大会】
開催地： 埼玉県・加須市
出場チーム： 30チーム
・14回大会まで丹波市で開催していたが、15回大会より埼玉県で開催
・2020年度は、3月27日～4月3日に21回目の大会を開催予定

【全国女子硬式野球ユース大会】
開催地： 埼玉県・加須市
出場チーム： 30チーム
・８回大会から主催が全国女子高野連となり、高校1、2年生主体の新人大会を開催
・外国チームの参加が可能
・７回大会までユースチームの出場が可能であったが、現在は出場不可
・2020年度は、8月17日～8月22日に11回目の大会を開催予定

～ 女子硬式高校野球の大会 ～



女子硬式大学野球



・2011（平成23）年10月 第1回全国大学硬式野球選手権大会開催 【加盟6校】（愛知県・大府市）
・2015（平成27）年 4月 全国大学女子硬式野球連盟発足 【加盟7校】

初代会長に 谷岡郁子 が就任、初代事務局長は深澤美和
・2015（平成27）年 5月 第1回全国大学女子硬式野球選手権高知大会開催（高知県・安芸市） 【加盟7校】
・2017（平成29）年 9月 第1回全国大学女子硬式野球オープン大会開催 【加盟3校】
・2019（令和元）年10月 第1回女子硬式野球大学選抜海外遠征実施 （オーストラリア・ベンディゴ市）

～ 女子硬式大学野球の歴史 ＆ 加盟校～

全国大学校女子硬式野球連盟

クラブ連盟 大学連盟

ユースチーム

高校連盟

加盟校一覧

加盟校数 ８校 ・ 登録選手 236名
（2020年3月現在）

１）大阪体育大学 （大阪府）
２）折尾愛真短期大学 （福岡県）
３）環太平洋大学 （岡山県）
４）至学館大学 （愛知県）
５）尚美学園大学 （埼玉県）
６）日本大学国際関係学部 （静岡県）
７）平成国際大学 （埼玉県）
８）桃山学院教育大学 （大阪府）

©JUWBF



全国大学女子硬式野球連盟

～ 女子硬式大学野球の大会 ～

【全国大学女子硬式野球選手権高知大会】
開催地： 高知県・安芸市
出場チーム： 8チーム
・1回大会から阪神タイガースがキャンプを行っている安芸市営球場で開催
・2020年度は、5月16日～5月17日で6回目の大会を開催予定

【全国大学女子硬式野球選手権大会】
開催地： 和歌山県・田辺市
出場チーム： 9チーム予定
・第9回大会まで至学館大学野球場、刈谷野球場で開催していたが、第10回記念大会より
・2020年度は、8月29日～9月３日で10回目の大会を開催予定

【全国大学女子硬式野球オープン大会】
開催地： 和歌山県・田辺市
出場チーム： 5チーム予定
・９月の選手権大会に出場できなかった選手参加による大会
・第３回まで至学館大学野球場で開催していたが、第４回大会より和歌山県で開催
・外国チームの参加が可能
・2020年度は、８月29日～9月3日に4回目の大会を開催予定

©JUWBF ©JUWBF©WBFJ



女子硬式クラブ野球



１）ホーネッツ・レディース 北海道

２）アサヒトラスト 東京都

３）駒沢Rise 東京都

４）佐川急便 東京都

５）SSG（新波・Sirius・スポーツカンパニー）東京都

６）サムライ 埼玉県

７）ZENKO BEAMS 埼玉県

８）ハナマウイ 東京都

９）Rabbits 千葉県

10）エイジェック 栃木県

11）ゴールドジム 東京都

12）東京BRILLIANT 東京都

13）ASCAホークスドリームス 愛知県

14）RUSH 愛知県

15）履正社RECTOVENUS 大阪府

16）和歌山Regina 和歌山県

17）東近江バイオレッツ 滋賀県

18）Welfare 大阪府

19）SEIBI GLITTERS 京都府

～ 女子硬式クラブ野球の加盟チーム一覧 ～

2020年度 新規登録チーム

１）埼玉西武ライオンズ・レディース 埼玉県

２）ROCKETS 大阪府

３）日本ウェルネススポーツ専門学校 東京都

４）hayabusa(仮) 神奈川県

５）Good Job                       神奈川県

６）鹿児島チェストクィーンズ 鹿児島県

７）兵庫ブルーサンダース 兵庫県

20）倉敷ピーチジャックスレディース 岡山県

21）MSH医療専門学校 広島県

22）マドンナ松山 愛媛県

23）JFTレディースBBC 佐賀県

24）熊本県立大学レッドホークス 熊本県

25）沖縄ティーダバル 沖縄県

26）沖縄Vertex 沖縄県

クラブチーム 26チーム・864名 ユースチーム 14チーム・274名

１）MKSI FRIENDS いわて 岩手県

２）AFB-BATS 東京都

３）ハマンジJr. 埼玉県

４）オールシャインズ 埼玉県

５）モンスターレディース 埼玉県

６）NEWSガールズ 埼玉県

７）LSレディース 千葉県

８）オール京急 神奈川県

９）西湘Future 神奈川県

10）エイジェックユース 栃木県

11）スルガマリンガールズ 静岡県

12）履正社NINO 大阪府

13）ピュアエンジェル 大阪府

14）関西レディース 大阪府

2020年度 新規登録チーム

１）三田ヤング弘陵ジュニア 兵庫県

全日本女子硬式野球クラブ連盟

加盟チーム 40チーム ・ 登録選手938名

（2019年7月現在、クラブチーム、ユースチーム合計）



【全日本女子硬式クラブ野球選手権大会】
開催地： 千葉県・袖ケ浦市/鴨川市
出場チーム数： 16チーム
・クラブチーム(社会人)の日本一を決める大会で、今最もレベルの高い大会
・北海道、関東、東海・甲信越、関西、中四国、九州の6地区で予選を行い、出場チームを決定
・2020年度は、10月10日～10月12日の3日間で15回目の大会を開催予定

～ 女子硬式クラブ野球の大会について ～

【全国女子中学生硬式野球選手権大会】
開催地： 神奈川県・横須賀市
出場チーム数： 18チーム （予定）
・日本中学硬式野球協議会に属する選手も出場するなど、団体の垣根を越えた大会
・予選は実施せず、全国から女子中学生選手が集結！
・2020年度は、8月17日～8月20日の4日間で6回目の開催を迎える

【WBFJ女子中学生硬式野球大会】
開催地： 愛媛県・松山市
受入最大チーム数： 15チーム
・公式大会が少なかったことから、実践力向上の場として大会を開催

クラブチーム対象

クラブユースチーム対象

全日本女子硬式野球クラブ連盟

©WBFJ

©WBFJ



侍ジャパン 女子代表

 

 



～ 侍ジャパン女子代表 と 国際大会 ～

アジア杯

【女子野球ワールドカップ】
2003年、国際野球連盟（IBAF、現在の世界野球ソフトボール連盟WBSCの前身) は、女子野球ワールドカップ
の開催を発表した。それまで国際連盟が主催する女子野球の大会がなかったため、2001年～2004年までの
間、任意の国際大会として女子野球ワールドシリーズが毎年行われていた。
2004年を最後にワールドシリーズはワールドカップに代わる形で終了。 （2004年はワールドシリーズとワールドカップ両方開催された）

2004年に第1回大会がカナダ・エドモントンで開催され、2年に一度偶数年に行われており、各大陸の予選を勝ち抜
いたチームとワイルドカードで合計12チームで争われる。

【女子野球アジアカップ】
2016年、アジア野球連盟（BFA)は、女子野球アジアカップの開催を発表。
国際大会が主催する女子野球ワールドカップの大陸予選として位置づける大会とした。
2017年に第1回大会が香港で開催され、2年に一度奇数年に行われており、8チームで争われる。

W杯

当連盟は、次世代の代表選手の育成の場と
して、現在はU18（16歳以上高校3年生ま
で）でチームを編成し、派遣している。
他の参加国はトップチームが参加。
現在2連覇中

アマチュア選手と女子プロ野球選手が
一緒に編成された代表チーム（トップチーム）
日本の最高峰の選手たちがワールドカップで活
躍している。
現在６連覇中

©WBFJ ©WBFJ ©WBFJ



～ 侍ジャパン女子代表（マドンナジャパン）の強さ ～
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W杯世界６連覇達成！ 初代アジアチャンピオン！
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女子野球の未来を共に


