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ＪＡグループ群馬杯第44回群馬県少年学童軟式野球大会 

兼第37回群馬県小学生総合体育大会軟式野球競技会  

2013.12.31 たより No.15 

 県内273チームから選ばれた34チーム、717

人の参加のもと開会式が盛大に開催された。

選手宣誓では小野ドラゴンズ(藤岡)高津光輝

主将が「日頃の練習と仲間を信じて全力でプ

レーする。」ことを誓った。 

 大会は大間々東小リトルジャイアンツ（み

どり）が接戦の末、初優勝を果たした。 

群馬県野球連盟 前橋市平和町一丁目４－７ 普及委員会製作 

【開会式の様子①】 

【選手宣誓の小野ドラゴンズ高津光輝主将】 

会期：8月8日～20日 

会場：上毛新聞敷島球場、高崎城南球場、太田市運動公園野球場 

【開会式の様子②】 

【準優勝杯、優勝杯、優勝旗】 
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平成25年度日本体育協会公認スポーツ指導者｢指導員｣養成講習会 

「安全で、正しく、楽しいスポーツ」ができるよう、年令、

技能レベルや志向に対応できる指導能力の高い指導者｢コー

チ｣｢指導員｣を養成するため、県内Ａクラスのチームの指導的

立場の選手を中心とした３２名が共通科目、救急、理論、指

導実習などの専門科目を受講した。 

 受講者の中には同講習会を実施していない山形県や福島県

からの参加者もあり、近年の野球に対する選手の関わり方へ

の関心の高さがうかがえる講習会となった。 

会期：10月10日(土)ほか 

会場：上毛新聞敷島球場、パークホテル楽々園 

ニッポンハム杯第15回関東学童軟式野球秋季群馬県大会 

会期：10月5日～14日 

会場：上毛新聞敷島球場、渋川市総合公園野球場、前橋市大胡総合運動公園野球場 

 支部代表30チーム、489人の参加のもと開会式が盛大に開
催された。選手宣誓では
昭和イーグルス(利根沼
田)唐澤颯士主将が「前
橋育英の先輩たちに負け
ないよう、元気いっぱい
プレーする。」ことを
誓った。 

 大会は大間々リトル
ジャイアンツ（みどり）
が、３年ぶり４回目の優
勝を果たした。 【開会式の様子①】 

【開会式に花を添えていただいている陸上自衛隊第12音楽隊】 

【選手宣誓の昭和イーグルス唐澤颯士主将】 

【講習会参加の皆さん】 

【救急講習：日本赤十字社群馬支部派遣講師】 

【開会式の様子②】 
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【久保田真広氏(日体協公認アスレティックトレーナー)】 【横溝直樹氏(全日本軟式野球連盟技術委員長)】 

【↑桜庭常昭氏(ナガセケンコー技術室長)】 

【←五十嵐章人氏(元ソフトバン

クホークスコーチ】 

【↓山本貴己氏(秋田県軟式野球
連盟強化委員)】 

【吉岡大輔氏(全日本軟式野球連盟】 【中田喜雅氏(静岡県競技力向上委員）】 【鈴木秀典氏（日本アンチドーピング機構】 

【
→
坂
本
雅
昭
氏(

群
馬
大
学
教
授)

】 
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第１回関東クラブ人軟式野球大会 

会期：11月3日(日)、10日(日) 

会場：太田市運動公園野球場、いずみ総合運動公園町民野球場 

 これまで5回開催されてきた両毛クラ
ブ人軟式野球大会(群馬・栃木)から念
願していた、１都７県の代表のクラブ
チームの参加を得て、第1回関東クラブ
人軟式野球大会が開催された。 
 ハイレベルの争いとなったが、Ｇ－
ＭＡＸ（神奈川県）がプリンズ（東京
都）を逆転で下し、第1回の優勝チーム
となった。 

【←優勝のＧ－ＭＡＸ(神奈川)】 

【新調された優勝旗・準優勝杯など】 【決勝戦の様子】 

 学童・少年部指導者に成長段

階に合わせた指導の大切さを理

解してもらうとともに、スポー

ツ障害の知識と技術・マナーの

正しい指導方法を習得させるた

め、講義と実技の講習会が吾

妻・渋川北群馬・利根沼田支部

内の指導者92人を対象に学童選

手40人の協力を得て開催され

た。 

平成25年度学童・少年野球指導者講習会  

会期：10月27日(日) 

会場：渋川市総合公園体育館及び野球場 

【座学講習中の様子】 

【講師の遠藤康裕氏(上武呼吸器科

内科理学療法士】 

【→右上は実技講習中の様子 
右下は実技講習の講師諸氏 
左から高仁秀治氏、内山憲一
氏、悴田幸也氏（いずれも元
ヤクルトスワローズＯＢ)】 
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第40回上毛新聞社旗争奪群馬県軟式野球選手権大会 

会期：11月14日、15日、17日 会場：上毛新聞敷島球場 

 本年度開催された天皇賜杯県大会及び兼実業軟式野球大

会(Ａクラス)の結果から選考された上位8チームにより開

催された。 

 決勝戦は3連覇を目指す実軟優勝の太田市役所と7年ぶり

の優勝を勝ち取りたいサンデン㈱との対戦になった。 

 試合は、サンデンが初回に3点を先取。太田市役所の反

撃を1点に抑え

て、そのまま逃げ

切った。 

秋季審判技術講習会 

会期：11月10日(日) 会場：上毛新聞敷島球場 

 来季に向けて規則の改正点など確認するための県内各支部

から56人の審判員の参加

のもと実技、座学講習会

が開催された。受講者は

真剣な面持ちで受講して

いた。 

【講習会の様子→】 

【決勝戦：5安打に抑えた中林孝貴投手 

(サンデン)の力投】 【表彰式の様子】 

【胴上げする優勝のサンデン㈱】 

【２５年雑感】 群馬県野球連盟審判部長 野澤晋也 
 昨年を顧みると、県野球界は非常に成績が良かった。 

 学童・女子学童・中学選抜が関東で優勝、社会人野球が全国準優勝、高校・一般が全国優勝と審判員、県民に

元気を与えてくれた。私がいつも審判員に云っている言葉がある。「良い審判員がいる所には強いチームがあ

る。強いチームがある所には良い審判がいる」正にこの言葉が立証されたと思う。 

 現在、審判員制度改革が進行中である。この制度は若い審判員に夢と希望を持って貰うと同時に審判組織を一

本化しようという改革である。幸い群馬は一本化している、一本化している県は少ないため群馬の組織は全国か

ら注目されている。 

 野球のレベルも全国から注目されてきている、審判技術も着実に上がっている、審判技術についても全国から

益々注目されたい。 
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平成25年度軟式野球功労者・ベストナイン等五賞表彰式・祝賀会  

会期：12月15日(日) 会場：前橋マーキュリーホテル 

 軟式野球功労者及びベストナイン等五賞の表彰式・祝賀会が開催されました。 

【軟式野球功労者】 

 支部名 受賞者名 

 吾妻  剣持 健二 

安中  上原 又樹 

太田  赤石 宝、田端 欣也 

邑楽  佐々木 明博 

渋川北群馬  武井 音之助 

高崎  堤 勝次、小山 逸朗、佐藤 金次 

館林  菊池 典 

利根沼田  小板橋 淳浩、大倉 弘 

富岡  田貝 和昭 

藤岡  八木 邦久 

前橋  滝澤 正好、石田 知久 

【ベストナイン】   

守備位置 氏名 所属 受賞回数 

投手 都所 直人 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｺｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ朝日㈱ 初 

捕手 関 大輔 太田市役所 6 

一塁手 寺内 弘和 太田市役所 2 

二塁手 志村 達郎 サンデン㈱ 2  

三塁手 武藤 善彦 太田市役所 初 

遊撃手 田沼 俊秀 太田市役所 4 

外野手 金城 俊一 サンデン㈱ 3 

外野手 林 和希 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｺｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ朝日㈱ 初 

外野手 糸井 巧真 高崎市役所 2 

  

【新人賞】  

受賞者名 チーム名 

 新井 崇文 太田市役所 

【笹治賞】   

受賞者名 所属 受賞回数 

青田 晃一  太田市役所（監督） 4 

【特別栄誉賞】  

チーム名 授賞理由 

 関東西濃運輸  高松宮賜杯第57回全日本軟式野球大会1部 優勝 

【栄誉賞】  

チーム名 授賞理由 

 ジャンプスポーツクラブ(壮年)  天狗山旗争奪第18回東北関東選抜壮年軟式野球大会 優勝 

 桐生みどり選抜(中学)  第43回関東少年(中学)軟式野球大会 優勝 

 前橋ガールズ(女子学童)  第7回NPB CUP関東女子学童軟式野球大会 優勝 

 前橋南リトル(学童)  第36回関東学童軟式野球大会 優勝 

【軟式野球功労者の皆さん】 【ベストナインの皆さん】 



7 

 

上位大会の結果（後期） 

【←特別栄誉賞・栄誉賞

受賞のチームの代表者の

皆さん】 

【新人賞の新井崇文選手(太田市役所)】 【笹治賞の青田晃一監督(太田市役所)】 

【関東大会】      

大会名 会期 開催地 本県代表チーム名 成績  優勝チーム名 

第36回関東学童 8月3・4日 東京都 
前橋南リトル 

(前橋) 
優勝 

前橋南リトル 

(群馬県) 

第6回GasOneカップ学童選手権 8月10・11日 埼玉県 
前橋南リトル 

(前橋) 
2回戦 

富士見クラブ 

(埼玉県) 

第1回GasOneカップ女子学童選

手権 
8月10・11日 埼玉県 

前橋ガールズ 

(選抜) 

準決勝 

ベスト4 

那須北ミルキーズ 

(栃木県) 

第10回NPB CUP選抜学童 
8月31日 

9月23日 
埼玉県 

沢野メッツ 

(伊勢崎) 
2回戦 

旭町学童野球部 

(栃木県) 小野ドラゴンズ 

(藤岡) 

準決勝 

ベスト4 

第7回NPB CUP関東女子学童 
8月31日 

9月23日 
埼玉県 

前橋ガールズ 

(選抜) 
優勝 

前橋ガールズ 

(群馬県) 

日本ハム旗第15回関東学童 11月23･24日 千葉県 

大間々東小リトル

ジャイアンツ(みど

り) 

準決勝 

ベスト4 

深川ジャイアンツ 

(東京都) 

第30回全日本少年(中学)関東

予選会 
7月20日 山梨県 あがつま 1回戦 － 

日本スポーツマスターズ２０

１３関東予選会 
8月17・18日 神奈川県 

ヒカリＳ・Ｅクラ

ブ(高崎) 
1回戦 － 

第43回関東少年(中学) 8月20・21日 山梨県 
桐生みどり 

(選抜) 
優勝 桐生みどり(選抜) 

第16回関東少年(中学）新人 11月9・10日 栃木県 
前橋市立第七中学

校(前橋) 
2回戦 

金沢市立額中学校 

(石川県) 

第5回全日本少年春季関東予選

会 
11月16日 茨城県 

高崎市立並榎中学

校(高崎) 
1回戦 － 

第68回国民体育大会関東ブ

ロック 
8月17・18日 神奈川県 

太田市役所 

(太田) 
予選突破 － 
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群馬県野球連盟公式ホームページ 

http://www1.ocn.ne.jp/~gsbb/ 

編集後記 

２０１３年度後期 たより県球連１５号をお届けします。 
「たより」に対し、ご意見ご感想をお寄せください。 

また、誤字、脱字など、お許し願います。 

大会名 会期 開催地 本県代表チーム名 成績  優勝チーム名 

天狗山旗争奪第18回東北関東

選抜壮年 
9月7・8日 福島県 

ジャンプスポーツ

クラブ(高崎) 
優勝 

ジャンプスポーツク

ラブ(群馬県) フォーティーズク

ラブ壮年(桐生) 
1回戦 

第19回関東東北壮年選手権 9月28・29日 山形県 
フェローズ 

(前橋) 
ベスト4 

川崎クラブ 

(神奈川県) 

第67回関東選手権 10月12・13日 埼玉県 
高崎市役所 

(高崎) 
ベスト4 

(株)常陽銀行 

(茨城県) 

会長旗第47回関東選抜 10月12・13日 千葉県 
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ

朝日㈱(吾妻) 
ベスト4 

Ｇ－ＭＡＸ 

(神奈川県) 

第1回関東クラブ人 11月12・13日 群馬県 
ファンブルス 

(利根沼田) 
1回戦 

Ｇ－ＭＡＸ 

(神奈川県) 

第19回関東選抜軟式野球 10月19・20日 山梨県 

ガッツ 

（太田） 

2回戦 

ベスト4 

朝霞市役所 

(埼玉県) 

フサイチコンコル

ド(太田) 
1回戦 

多古クラブ 

(千葉県) 

第5回関東壮年選手権 
10月27日 

11月9日 
茨城県 

信越化学壮年 

(安中) 
1回戦 

東京オール中野 

(東京都) 

【全国大会等】      

大会名 会期 開催地 県代表チーム名 成績  優勝チーム名 

高円宮賜杯第33回全日本学童 8月7～12日 東京都 
城南ファイヤーズ 

(高崎) 
3回戦 

曽根青龍野球部 

(兵庫県) 

水戸市長旗第3回東日本少年 8月8～11日 茨城県 
沼田市立沼田西中

学校 
1回戦 中里中学校(青森県) 

NPBガールズトーナメント２０

１３ 
8月18～21日 東京都 

前橋ガールズ 

(選抜) 
準々決勝 

オール愛知ガールズ 

(愛知県) 

天皇賜杯第68回全日本 9月14～18日 島根県 
関東西濃運輸 

(安中) 
1回戦 

(株)京葉銀行 

(千葉県) 

高松宮賜杯第57回全日本2部  9月28～30日 富山県 
ちゅら 

（高崎） 
2回戦 長寿館(茨城県) 

第68回国民体育大会野球競技 10月4～7日 東京都 
太田市役所 

(太田) 
2回戦 

大阪市信用金庫 

(大阪府) 

高松宮賜杯第57回全日本1部 10月12～14日 大分県 
関東西濃運輸 

(安中) 
優勝 

関東西濃運輸 

(群馬県) 

第13回全国シニア選手権 10月20～22日 岡山県 
桐生野球クラブ 

(桐生) 
準々決勝 

南洋クラブＯＢ(大

分県) 

水戸市長旗第21回東日本選手

権 
11月2～5日 茨城県 

太田市役所 

(太田) 
1回戦 

(株)常陽銀行 

(茨城県) 


