
２０１７年度信越連盟春季大会 

ＪＡ共済杯第５１回全日本リトルリーグ野球選手権信越連盟決勝大会 

兼 第３６回ＮＢＳ長野放送旗争奪戦 要綱 

 

１．期  日 平成２９年５月２1日（日）・２7日（土）（予備日５月２8日（日）） 

２．会  場 松本市 松本市野球場、下島運動広場、島立運動広場、平瀬野球場  

３．主  催 公益財団法人日本リトルリーグ野球協会 

４．特別協賛 JA共済・㈱すかいらーく 

５．共  催 三井物産・産経新聞・サンケイスポーツ・フジテレビジョン・ＮＢＳ長野放送・Ｎ Ｓ Ｔ 

６．主  管 日本リトルリーグ野球協会 信越連盟 

７．後  援 長野県・新潟県・長野県教育委員会・新潟県教育委員会・長野県警察本部・新潟県警

察本部・松本市・松本市教育委員会 

８．協  力 ミズノ・日置電機・ドリームスペースナガノ 

９．大会日程 

    （５月 21日（日））            （5月 27日（土）） 

       大会役員集合  ７：３０        大会役員集合  8：００ （予定） 

      選手集合     ７：３０        選手集合     ８：３０ （予定）  

       入場行進      ８：００        試合開始      ９：３０ （予定） 

       開会式        ８：１０        閉会式       15：００ （予定） 

       試合開始     １０：００ 

１０. 大会役員 

   名誉大会会長 阿部 守一  「長野県知事」 

   名誉大会顧問    米山 隆一  「新潟県知事」   

   大会顧問  原山 隆一  「長野県教育長」 

池田 幸博  「新潟県教育長」 

尾﨑  徹   「長野県警本部長」 

山岸 直人  「新潟県警本部長」 

菅谷  昭   「松本市長」 

赤羽 郁夫   「松本市教育長」  

大会会長  外山 衆司  「株式会社長野放送代表取締役社長 連盟会長」 

大会副会長 古塩  充   「Ｎ Ｓ Ｔ取締役」 

大会参与  松本 浩史  「産経新聞長野支局長 常任相談役」  

村山 雅弥  「産経新聞新潟支局長 常任相談役」   

根津 明人  「前副会長」 

大会委員長 関谷 明生  「連盟理事長」 

大会副委員長 青木 精治  「連盟副理事長」 

  中平 寿文  「連盟副理事長」 

小林 由明  「連盟副理事長」 

常田 幸広  「連盟副理事長」 

大会委員  連盟理事 

大会事務局 山口 正浩  「連盟事務局長」 

柳原 喜夫  「連盟事務局次長」 

    永渡 一久  「連盟事務局次長」  

和田 茂秋  「連盟事務局次長」 



    岩崎 博史  「連盟事務局次長」   

大会相談役 吉澤  勝   「リトルシニア信越連盟理事長」 

  川上 則文  「リトルシニア信越連盟事務局長」 

大会審判団   

     審判長 長谷川 辰彦 

          副審判長 渡辺 克彦 ・ 山本 勤 ・ 齋藤  修 

    審判員 信越連盟審判部 

大会運営  松本東リーグ ・ 松本南リーグ ・ 松本北リーグ・波田リーグ 

 

11. 組合せ 別紙参照 

12. 選手登録等 

（１）登録選手は前年の１２月３１日前に登録、在籍して、当年４月３０日現在（リトルリーグ年

齢）11歳 12歳の選手に限る。登録日は連盟（ブロック）へ提出された住民票取得日となる。 

（２）（２）平成16(2004)年５月１日以降から平成18(2006)年8月31日に生まれた者９名以

上２５名以内でブロック予選に登録した者による。     

（３）所定の登録書により各ブロックで決められた期日までに所属のブロック事務局（中南信ブロックは柳

原、東北信ブロックは永渡、新潟ブロックは和田）へ三部を提出すること。 

（４）本大会は連合チームの参加は認めない。 

（５）同一リーグにおいてイーグル大会への重複登録を認める。（怪我等による欠場の緊急対応）ただし、

信越連盟決勝大会（春季大会の準決勝戦・決勝戦）に参戦していない選手は、全日本選手権

大会への登録はできない。 

 

13. 試合規則 

（６）『信越連盟試合規則』及び『信越連盟大会特別規定』による。  

注：ブロックの最終戦に投球した投手でも、自己チームの第一試合に投球することができる。   

（７）準決勝からは全日本選手権信越連盟決勝大会とし１４名登録で「登録選手は全員出場する」ル

ールを適用する。選手登録は春季大会登録選手の中から毎試合登録選手の変更が出来る。 

14. 連絡事項 

（１）雨天等による大会の中止、及び試合時間を遅らせて実施する場合の決定は、当日 6 時までに所

定の連絡手順で行う。 なお開会式は雨天等にかかわらず挙行する。    

（２）開会式参加について 

出場全リーグが参加すること。前年度優勝の飯田リーグは優勝旗を、準優勝の小布施リーグは準優

勝杯を各々返還すること。各リーグとも「リーグ旗」・リーグプラカードを持参すること。 

（３）宿泊を希望するリーグは、宿舎を斡旋するので 4 月 30 日までに柳原事務局次長に連絡すること。 

携帯 090-7253-1027   

（４）グラウンド案内図は、大会主管リーグが全リーグ及び大会役員、審判部へ後日送付する。 

（５）本大会の優勝リーグは、ＪＡ共済杯第51回全日本リトルリーグ野球選手権大会（７月21日～

７月 23日上田市）の出場権を取得する。  

（６）傷害処置  

大会中、不時の負傷疾病に対しては、主催者は応急処置をするほかは一切の責任を負わないも     

のとする。  

（７）応援する保護者については、会場美化（ゴミの持ち帰り、タバコの吸殻の処理等）に協力すること。  

（８）試合開始直前のグランド整備について、当該試合の両リーグ保護者（５名）が整備協力する。   

協力が困難な場合は大会当日朝に理事会等にて本部へ連絡すること。 



２０１7 年度リトルリーグ信越連盟第１7回イーグル大会 要綱 

 

１．期  日 平成 29年５月 21日（日）・27日（土）（予備日５月 28日（日）） 

２．会  場 松本市 松本市野球場、高家スポーツ広場 

３．主  催 日本リトルリーグ野球協会 信越連盟 

４．後  援 長野県・新潟県・長野県教育委員会・新潟県教育委員会・長野県警察本部・新潟県警察本部 

松本市・松本市教育委員会・産経新聞長野支局・産経新聞新潟支局・ＮＢＳ長野放送・N S T 

5．大会日程 

    （５月 21日（日））            （5月 27日（土）） 

       大会役員集合  ７：３０        大会役員集合  8：００ （予定） 

      選手集合     ７：３０        選手集合     ８：３０ （予定）  

       入場行進      ８：００        試合開始      ９：３０ （予定）  

       開会式        ８：１０        閉会式       15：００（予定） 

       試合開始     １０：００ 

 

6. 大会役員 

名誉大会会長 阿部 守一  「長野県知事」 

   名誉大会顧問    米山 隆一  「新潟県知事」   

   大会顧問  原山 隆一  「長野県教育長」 

池田 幸博  「新潟県教育長」 

尾﨑 徹   「長野県警本部長」 

山岸 直人  「新潟県警本部長」 

菅谷  昭   「松本市長」 

赤羽 郁夫  「松本市教育長」  

大会会長  外山 衆司  「株式会社長野放送代表取締役社長 連盟会長」 

大会副会長 古塩  充   「Ｎ Ｓ Ｔ取締役」 

大会参与  松本 浩史  「産経新聞長野支局長 常任相談役」  

村山 雅弥  「産経新聞新潟支局長 常任相談役」   

大会委員長 関谷 明生  「連盟理事長」 

大会副委員長 青木 精治  「連盟副理事長」 

  中平 寿文  「連盟副理事長」 

小林 由明  「連盟副理事長」 

常田 幸広  「連盟副理事長」 

大会委員  連盟理事 

大会事務局 山口 正浩  「連盟事務局長」 

柳原 喜夫  「連盟事務局次長」 

    永渡 一久  「連盟事務局次長」  

和田 茂秋  「連盟事務局次長」 

岩崎 博史  「連盟事務局次長」   

大会相談役 吉澤  勝   「リトルシニア信越連盟理事長」 

  川上 則文  「リトルシニア信越連盟事務局長」 

 

 



大会審判団   

     審判長 長谷川 辰彦 

          副審判長 渡辺 克彦 ・ 山本 勤 ・ 齋藤  修 

    審判員 信越連盟審判部 

大会運営  中南信ブロック 

 

7. 組合せ 別紙参照 

 

8.選手登録等 

（１）平成 16(2004)年４月２日以降平成 20(2008)年４月３0日に生まれた者９名以上２５名以内で

ブロック予選に登録した者による。     

（２）所定の登録書により各ブロックで決められた期日までに所属のブロック事務局（中南信ブロックは柳原、東

北信ブロックは永渡、新潟ブロックは和田）へ三部を提出すること。 

（３）連合チームで参加する場合は「連合チーム連盟登録申請書」を３月３０日までに信越連盟事務局まで

郵送し、理事長の承認を得ること。なお、事前に当該リーグが所属するブロック理事長、並びにブロック事務

局長に通知すること。 

（４）リーグ内で春季大会以外にイーグル大会出場可能選手がおりチームが構成可能な場合は参加を認め

る。また、春季大会への重複登録を認める（春季大会登録選手の怪我等による欠場の緊急対応）。 

 

9.試合規則 

（１）『信越連盟試合規則』及び『信越連盟大会特別規定』による。  

注：ブロックの最終戦に投球した投手でも、自己チームの第一試合に投球することができる。   

 

10.連絡事項 

（１）雨天等による大会の中止、及び試合時間を遅らせて実施する場合の決定は、当日 6 時までに所定の連

絡手順で行う。 なお開会式は雨天等にかかわらず挙行する。    

（２）開会式参加について 

出場全リーグが参加すること。前年度優勝の望月リーグは優勝旗を、準優勝の坂城千曲リーグは準優勝

杯を各々返還すること。各リーグとも「リーグ旗」・リーグプラカードを持参すること。 

（３）宿泊を希望するリーグは、宿舎を斡旋するので 4月 30日までに柳原事務局次長に連絡すること。 

 携帯 090-7253-1027  

（４）グラウンド案内図は、大会主管リーグが全リーグ及び大会役員、審判部へ後日送付する。 

（５）傷害処置  

大会中、不時の負傷疾病に対しては、主催者は応急処置をするほかは一切の責任を負わないも     

のとする。  

（６）応援する保護者については、会場美化（ゴミの持ち帰り、タバコの吸殻の処理等）に協力すること。  

（７）試合開始直前のグランド整備について、当該試合の両リーグ保護者（５名）が整備協力する。 

協力が困難な場合は大会当日朝に理事会等にて本部へ連絡すること。 



平成２９年５月１１日 

リトルリーグ信越連盟 各位 

 

松本リトルリーグ野球協会      

松本東リーグ 会長 浅川 順民 

松本南リーグ 会長 丸谷 義一 

松本北リーグ 会長 能勢 賴明 

波 田リーグ 会長 大山  弘 

 

２０１７年度信越連盟春季大会 

ＪＡ共済杯第５１回全日本リトルリーグ野球選手権信越連盟決勝大会 

兼 第３６回ＮＢＳ長野放送旗争奪戦 

２０１７年度リトルリーグ信越連盟第１７回イーグル大会の開催について 

 

新緑の候、貴リーグにおかれましては、ますますご清栄のこことお慶び申し上げます。 

本年度の表記大会につきましては、松本リトルリーグ野球協会、松本東リーグ・松本南リーグ・

松本北リーグ・波田リーグが主管となり、イーグル大会は堀金リーグ・大町白馬リーグのご協

力で運営させて頂きます。 

至らない点等多々あるかと思いますが、何卒ご容赦いただき、ご協力賜りますようお願い申

し上げます。 

 

なお、宿泊先・お弁当の斡旋をご希望のリーグは、中南信ブロック 事務局長 柳原までご

連絡お願い致します。 

 

大会当日の会場位置図や業務連絡等につきましては、別紙により御案内申し上げます。 

 

 

大会事務局 信越連盟事務局次長 

              中南信ブロック 事務局長 柳原 喜夫 

                      〒390-0802  松本市旭 1-2-12 

ＴＥＬ：0263-32-4520 

ＦＡＸ：0263-32-8530 

携 帯：090-7253-1027 

Ｅ:Ｍail  y-koukyo@go.tvm.ne.jp 

 

 

 

 

－１－ 



２０１７年度信越連盟春季大会  

ＪＡ共済杯第５１回全日本リトルリーグ野球選手権 信越連盟決勝大会 

兼 第３６回ＮＢＳ長野放送旗争奪戦 

２０１７年度リトルリーグ信越連盟第１７回イーグル大会 

大会日程 

５月２１日（日） ５月２７日（土） 

大会役員集合  ７：３０ 

選手集合    ７：３０ 

開会通告    ８：００ 

選手入場    ８：０１ 

試合開始   １０：００ 

大会役員集合  ８：００ 

選手集合    ８：３０ 

試合開始    ９：３０ 

閉会式    １５：００（予定） 

 

開 閉 会 式 次 第 

開会式 大会第１日目（８：００） 

【５月２１日 松本市野球場】 

【雨天の場合 松本市野球場スタンド】 

◯ 開会通告 

◯ 選手入場 

○ 開会宣言 

○ 国旗、連盟旗、長野放送旗掲揚 

○ 優勝旗、準優勝杯返還 

○ 大会長あいさつ 

○ 来賓祝辞 

○ 審判長指示 

○ 選手宣誓 

○ 選手退場 

○ 閉会通告 

大会第２日目 閉会式 

【５月２７日 松本市野球場】 

 

○ 開会通告 

○ 成績発表 

○ 表彰 

○ 大会長あいさつ 

○ 閉会宣言 

○ 優勝、準優勝、第３位チーム 

場内行進 

○ 閉会通告 

○ グラウンド挨拶 

－２－ 



２０１７年度信越連盟春季大会  

ＪＡ共済杯第５１回全日本リトルリーグ野球選手権信越連盟決勝大会  

兼 第３６回ＮＢＳ長野放送旗争奪戦 

２０１７年度リトルリーグ信越連盟第１７回イーグル大会 

 

事 務 連 絡 

 

１ 開会式について 

① 開会式は、松本市野球場で開催します。選手集合は７時３０分となりますので 

時間に間に合うよう余裕を持ってお集まり下さい。 

また、受付は「球場正面口」となります。受付を済まされたリーグの選手は、 

球場のライト側へ集合願いします。 

選手は、ライト側 外野入口より入場してください。 

監督・コーチの皆さんは、一塁側ダッグアウト入口より球場入り、退出願います。 

  松本市野球場第一試合のリーグは、開会式終了後、一塁側 内野ダッグアウト入

口よりベンチ入りして下さい。 

② 雨天時は、松本市野球場スタンドで行います。上履きは不要です。 

③ 駐車場は球場北側駐車場のみとなります。球場内の駐車場へは止めないようにお

願い致します。 

④ 球場内は、各会場第一試合の選手送迎用車両だけとなります。 

⑤ 第１試合のリーグは指定場所へ駐車して頂くようになります。別紙の駐車用紙を

誘導員へ見せて下さい。 

駐車場につきましては、誘導員の指示に従って駐車願います。 

⑥ リーグプラカード・リーグ旗を持参して下さい。 

⑦ スパイクを着用して入場して下さい。選手の荷物等は持ち込まないようにお願い

致します。 

スパイクは、ライト側 外野入口で履き替えて下さい。 

ベンチ入り、退出の際はダッグアウトで履き替えてください。 

グラウンド外は、スパイク禁止です。 

２ 開会式、入場行進へ出場できる選手 

  ブロック予選へ登録した選手で、 

  春季大会出場リーグは、リトル年齢 １１歳･１２歳･１３歳４月生まれの選手。 

  イーグル大会出場リーグは、登録選手全員。 

 

－３－ 



３ 組合せ及び試合会場について 

① 組合せについては、別添組合せ表を参照願います。 

②  試合会場 

５月２１日（日） 

  ２０１７年度信越連盟春季大会 

Ａ会場：松本市野球場         Ｂ会場：波田下島運動広場 

Ｃ会場：島立運動広場         Ｄ会場：平瀬野球場 

     ２０１７年度リトルリーグ信越連盟第１７回イーグル大会 

 Ａ会場：高家スポーツ広場（入り口）  Ｂ会場：高家スポーツ広場（奥） 

 

５月２７日（土） 

  ＪＡ共済杯第５１回全日本リトルリーグ野球選手権信越連盟決勝大会 

Ａ会場：松本市野球場 

２０１７年度リトルリーグ信越連盟第１７回イーグル大会 

    Ａ会場：高家スポーツ広場（入り口）  Ｂ会場：高家スポーツ広場（奥） 

 

４ ５月２１日（日）試合雨天中止の場合 

  開会式 松本市野球場スタントで行ないます。（上履きは不要です） 

 

  雨天順延試合会場（予定） 

５月２７日（土） 

  ２０１７年度信越連盟春季大会 

Ａ会場：松本市野球場         Ｂ会場：波田下島運動広場 

Ｃ会場：島立運動広場         Ｄ会場：平瀬運動広場 

     

 ２０１７年度リトルリーグ信越連盟第１７回イーグル大会 

 Ａ会場：高家スポーツ広場（入り口）  Ｂ会場：高家スポーツ広場（奥） 

 

５月２８日（日） 

  ＪＡ共済杯第５１回全日本リトルリーグ野球選手権信越連盟決勝大会 

Ａ会場：松本市野球場 

２０１７年度リトルリーグ信越連盟第１７回イーグル大会 

    Ａ会場：高家スポーツ広場（入り口）  Ｂ会場：高家スポーツ広場（奥） 

 

 

 

 

 

－４－ 


