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２８
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１Ｐ
２Ｐ
３Ｐ
４Ｐ～１５Ｐ
１６Ｐ～１７Ｐ 過去成績・グランド案内
１８Ｐ
■参加チーム
栃木県
栃木県
群馬県
埼玉県
神奈川県
神奈川県
山梨県
千葉県
千葉県
茨城県
東京都
東京都

関東地域選抜リトルシニア １２チーム

北関東支部北部ブロック
北関東支部北部ブロック
北関東支部北部ブロック
北関東支部東部ブロック
南関東支部南ブロック
南関東支部南ブロック
西東京支部山梨ブロック
東関東支部千葉ブロック
東関東支部千葉ブロック
東関東支部茨城ブロック
東東京支部城北ブロック
東東京支部城南ブロック

足利リトルシニア・・・・・・・・・・・・４Ｐ
宇都宮リトルシニア・・・・・・・・・・・５Ｐ
前橋リトルシニア・・・・・・・・・・・・６Ｐ
さいたま市中央リトルシニア・・・・・・・７Ｐ
鎌倉リトルシニア・・・・・・・・・・・・８Ｐ
横須賀・金沢・横須賀中央リトルシニア ・・・・・ ９Ｐ
山梨都留リトルシニア・・・・・・・・・１０Ｐ
市原リトルシニア・・・・・・・・・・・１１Ｐ
千葉北リトルシニア・・・・・・・・・・１２Ｐ
常総リトルシニア・・・・・・・・・・・１３Ｐ
東京和泉リトルシニア・・・・・・・・・１４Ｐ
東京青山リトルシニア・・・・・・・・・１５Ｐ

オーシャンカップ運用要綱

スローガン：努力と勇気で道を切り拓く
◆試合要綱 競技規定は連盟規定に準ずる
◆初日 各チームは指定された野球場に時間厳守で直接集合してください。
第１試合

第２試合

9：30開始－11：15終了

11：45開始－13：30終了

第３試合
14：00開始－15：45終了

第一球場

①東京青山 VS 鎌倉

②足利 VS 鎌倉

③足利 VS 東京青山

第二球場

①東京和泉 VS 横須賀・金沢・横須賀中央リトルシニア

②前橋 VS 横須賀・金沢・横須賀中央リトルシニア

③前橋 VS 東京和泉

第三球場

①常総 VS 千葉北

②山梨都留 VS 千葉北

③山梨都留 VS 常総

第四球場〔銚子商業高等学校グランド〕

①市原 VS さいたま市中央

②宇都宮 VS さいたま市中央

③宇都宮 VS 市原

（左側 1 塁ベンチ 右側 3 塁ベンチ）
・シートノック：第一試合のみ９：００から行います（両チーム）
第二試合以降は試合開始１５分前～試合継続でないチームのみ実施。
・試合開始時間に関して：両チームの準備ができた場合は試合開始時間を早めることとする。
日照時間が短い為、試合進行に関しては各チームご協力いただきますよう宜しくお願い致します。

◆ローカルルール
１

参加チームは、指定された野球場に時間厳守で直接集合してください。

２

三試合消化の為、上記スケジュールで試合を終了してください。各試合、終了時間厳守！

３

審判員は自チームと同行動とし各試合は当該審判にて対応していただくこととします。
（保護者審判可）
１チーム２名。

４

試合実施チームで審判員へのお茶出し・グラウンド整備・ＢＳＯ・得点等をお願いします。

５

試合球を１チームにつき１２個、実行委員会で用意します。

６

投手のロジンバッグは各チームで用意してください。

７

グラウンド整備は試合実施チームの選手・保護者全員で行い、短時間で完了するようにご協力をお願
いします。

８

初日、
第三試合終了後は両チーム選手、保護者で２日目の試合の準備（グラウンド整備、ライン引きなど）
をお願いします。

９
１０

試合は、各ブロックとも７回戦制とする。
ただし、９０分経過時点で次のイニングへ入らず試合終了。そのイニング終了時点での得点をもって
結果とします。

１１

コールドゲーム有り。（連盟規定に準ずる）

１２

決勝リーグは各ブロック１位のうち上位３チームで構成し、交流戦は４～１２位の成績順に１ブロッ
ク３チームとして総当たり戦を行います。

１３

予選順位は、勝率が同率の場合は、得失点差、さらに同数の場合は多得点チームを上位とする。それ
でも決しない場合は、当該チームおよび運営事務局で協議する。

１４

初日のみ各試合終了後、各チームキャプテンは対戦相手に対して指定のアンケート用紙（ＧＯＯＤ＆
ＢＡＤ）に記入の上、試合会場にて大会実行委員へ必ず提出してください。表彰対象の資料ですので
ご協力宜しくお願い致します。

◆全体交流会要綱
１

参加費は１チーム３０００円といたします。各チームからの手土産は結構です。

２

会場のスペースの関係で、交流会には監督、事務局を含め、計５名程度で参加してください。

◆その他要綱
１

各チームにて防寒対策を行ってください。（直火厳禁）

２

開会式入場行進で、団旗、プラカードを使用しますので、お忘れないようお願い致します。

◆二日目
１

８：００～Ａ球場にて開会式を行います。（団旗・プラカード・アップシューズ等）
７：４５までに選手（センター前）、指導者（三塁側）、審判員（一塁側）に集合してください。

２

各球場９：３０～第一試合を開始します。タイムスケジュールは初日と同じです。
決勝リーグは各ブロック１位のうち上位３チームで構成し、交流戦は４～１２位の成績順に１ブロッ
ク３チームとして総当たり戦を行います。
【試合開始時間】①９：３０

②１１：４５

③１４：００

第１球場（決勝リーグ） １～３位チーム
第２球場（交流戦） ４～６位チーム
第３球場（交流戦） ７～９位チーム
第４球場（交流戦） １０～１２位チーム
３

決勝リーグの順位の表彰は、各グラウンドにて行います。終了次第解散
第２、第３および第４〔銚子商業高等学校グランド〕の交流試合は、試合終了次第解散と致し

ます。

※交流戦の閉会式は行いません。

◆開会式要綱
１

選手集合・整列

２

開会宣言

３

選手入場行進

４

優勝カップ返還

５

主催者挨拶

６

来賓祝辞・来賓紹介

７

審判訓示

８

ベストチーム賞・最優秀選手賞授与

９

選手退場

◆表彰要綱
１

決勝リーグにて優勝・準優勝・第３位を決定します。

２

ベストチーム賞：勝ち負けではなく心の表彰
選考方法は、初日対戦相手２チームを別紙ＧＯＯＤ＆ＢＡＤで選手に記述していただきます。記述内
容を参考に実行委員会で協議し、ベストチーム賞を決定いたします。記述内容は各チームにフィード
バックいたしますので、今後の活動にお役立てください。

３

最優秀選手賞：各チームの監督推薦で決定いたします。

第８回オーシャンカップ争奪野球大会過去成績
関東地区選抜親善野球大会
2010年

第１回大会 優勝
大野リトルシニア
2011年 第 2 回大会 優勝
千葉北リトルシニア
2012年 第 3 回大会 優勝
加須リトルシニア
2013年

第 4 回大会 優勝
宇都宮リトルシニア
2014年 第 5 回大会 優勝
東京青山リトルシニア
2015年

第 6 回大会 優勝
常総リトルシニア
2016年 第 7 回大会
悪天候のため中止
オーバーフェンスホームラン賞
2010年大会第１号 千葉北リトルシニア

本間

瑠之助

2010年大会第２号
2012年大会第３号

熊田
倉根

睦
貴也

友部リトルシニア
東久留米リトルシニア

球場案内

ケガ・救急そんな時は、
●白十字総合病院
tel.0299-92-3311
●渡辺胃腸外科
tel.0479-48-2121
●鹿島労災病院
tel.0479-48-4111
●神栖済生会病院
tel.0299-97-2111

B，
C球場

【グランド住所】ナビ検索にご利用下さい。
■第１野球場
茨城県神栖市柳川3611

■第２・第３野球場
茨城県神栖市横瀬1052

■第４野球場 銚子商業高等学校グランド
千葉県銚子市台町1781

第1球場

オーシャン・フィールド（宿）
第2,3球場

ケガ・救急そんな時は、
●白十字総合病院
tel.0299-92-3311
●渡辺胃腸外科
tel.0479-48-2121
●鹿島労災病院
tel.0479-48-4111
●神栖済生会病院
tel.0299-97-2111

銚子商業高校グランド ●

オーシャンフィールド 神栖市柳川3889
第1球場（オーシャンフィールドより徒歩で約5分）
第2,3球場（オーシャンフィールドより車で約5分）
銚子商業高等学校グランド 千葉県銚子市台町1781（オーシャンフィールドより車で約40分）

