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JAグループ群馬杯第47回群馬県少年学童軟式野球大会 

兼第40回群馬県小学生総合体育大会軟式野球競技会  

2016.12.31 たより No.21 

 上毛新聞敷島球場

において県内から選

ばれた32チーム694人

の参加のもと、開会

式が盛大に開催され

た。選手宣誓はあず

ま野球スポーツ少年

団(伊勢崎)大沢頼輝

主将が、｢最後まであ

きらめずに全力

でプレーする。｣

ことを誓った。

決勝戦は、広沢

子供会(桐生)の

打線が爆発し、

30年ぶり2度目の

優勝を果たした。 

群馬県野球連盟 高崎市石原町１５８８ 普及委員会製作 

会期：8月6日(土)7日(日)9日(火)10日(水)11日(木) 

会場：上毛新聞敷島球場、高崎城南球場 

【選手宣誓の大沢頼輝主将】 

【開会式の入場行進の様子】 

【勢揃いした32チームの選手の皆さん】 

【入場行進の演奏を努めていただいた 

陸上自衛隊第12音楽隊】 

【優勝の広沢子供会ナイン】 

【決勝戦】         

吉岡ジュニアファイターズ(渋川北群馬) 0 0 0 2 1     3 

広沢子供会(桐生) 4 2 1 6 x     13 

 (5回コールド)   
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第57回群馬県壮年軟式野球大会 

 支部代表32チームの参加のもと、大会が開催された。決勝戦

は県実軟壮年準優勝で今大会初出場のフォーティーファイバー

ズ(高崎)が猛打で逆転し優勝を飾った。 

 なお、優

勝のフォー

ティーファ

イバーズは

関東東北北

海道選手権

大会(東京)

に、準優勝のジャンプスポーツクラブ(高崎)は関東壮

年選手権大会(山梨)へ県代表として出場した。 

会期：7月17日(日)23日(土)8月13日(土)14日(日) 

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

運動公園野球場、館林市城沼野球場 

【優勝のフォーティーファイバーズナイン】 

第34回群馬県熟年軟式野球大会 

会期：7月24日(日)30日(土)8月13日(土)14日(日) 

会場：上毛新聞敷島球場、伊勢崎市野球場、富岡市民球場、藤岡市民球場、桐生球場 

 支部代表32チームの参加のもと、大会が開催された。決勝戦は接戦となったが、後半に好機を確実に得

点に結びつけた東熟年野球クラブ(伊勢崎)が大会2連覇を狙った信越化学熟年(安中)をくだし、14年ぶり3

度目の優勝を飾った。 

なお、優勝の東熟年野球クラブと準優勝の信越化学熟年は全日本シニア選手権大会(岡山)に出場した。 

【優勝の東熟年野球クラブナイン】 

【表彰のあと退場する両チーム】 

【決勝戦】         

フォーティーファイバーズ(高崎) 0 3 8 0 1     12 

ジャンプスポーツクラブ(高崎) 1 1 0 0 0     2 

 (5回コールド)   

【決勝戦】         

東熟年野球クラブ(伊勢崎) 2 0 0 0 1 0 1 4 

信越化学熟年(安中) 0 0 2 0 0 0 0 2 
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第62回群馬県町内対抗野球大会 

会期：7月24日(日)30日(土)8月13日(土)14日(日) 

会場：上毛新聞敷島球場、伊勢崎市野球場、富岡市民球場、藤岡市民球場、桐生球場 

 第62回を迎えた町内対抗野球大会が、前年度優勝の富岡（推薦、富岡)を含めた１６チームの参加のも

と、開催された。 

 決勝戦は投手戦となったが、効率よく得点した富岡が、本大会７チーム目となる２連覇を達成した。 

【胴上げする優勝の富岡ナイン】 

【閉会式の様子】 

【決勝戦】         

富岡(推薦、富岡) 1 0 0 0 1 0 0 2 

金古町(高崎) 0 0 0 0 0 0 0 0 

ニッポンハム杯第18回関東学童軟式野球秋季群馬県大会 

会期：10月1日(土)、2日(日)、8日(土)、9日(日)、10日(月) 

会場：上毛新聞敷島球場、高崎城南球場、前橋市大胡総合運動公園野球場、桃ノ木グラン
ド、渋川市総合公園野球場 

 支部代表32チームの参加のも
と、大会が開催された。 

 決勝戦では準決勝戦まで1失点で
勝ち上がってきた大間々東小リト
ルジャイアンツ（みどり）が接戦
の末サヨナラ勝ちをおさめ、千葉
で開催された関東大会に出場し
た。 

【開会式の様子】 【優勝の大間々東小リトルジャイアンツナイン】 

【←選手宣誓の 

野寺日翔主将(吉岡ジュニ

アファイターズ】 

【抽選会の様子】 

【決勝戦】         

矢中ビクトリー(高崎) 0 0 0 0 0 1 0 1 

大間々東小リトルジャイアンツ(みどり) 0 0 0 0 0 1 1x 2 
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 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

を習得させるための講

義と実践の講習会が東

毛地区内(太田、邑

楽、桐生、館林、みど

り支部)の指導者等139

人の参加のもと開催さ

れた。 

平成28年度学童・少年野球指導者講習会  

会期：10月23日(日) 会場：宝泉行政センター及び宝泉スポーツ広場(太田) 

【↑講師の理学療法士の宇賀大祐氏】 

【講師の理学療法士の宇賀大祐氏による講義風景】 

【実践講習の
様子→】 

【実践講師の高仁秀治氏（左）】 【実践講師の悴田幸也氏（中央）】 

第1回群馬県ガールズトーナメント大会 

会期：10月8日(土)、10日(月) 会場：上毛新聞敷島球場 

 県内女子学童チームから４
チームの参加のもと、女子野球
の普及を目的に本年度が初回と
なる大会が開催された。 

決勝は本年度全国大会に出場し
ている前橋ガールズ(前橋）が
結成３年目になる桐生ガールズ
(桐生)をコールドゲームでくだ
した。 

【決勝戦】         

桐生ガールズ(桐生) 0 0 0 0 0     0 

前橋ガールズ(前橋) 3 0 4 0 x     7 

 (5回コールド)   

【優勝の前橋ガールズナイン】 

【準優勝の桐生ガールズナイン】 

【決勝戦の様子】 
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群馬県野球連盟創立70周年記念式典・平成28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17日(土) 会場：前橋マーキュリーホテル 

 連盟関係者１８３名の出席を得て、創立７０周年記念事業が盛大に開催された。この中で、永年にわた

り連盟の運営に協賛や後援等いただいた企業等に対する表彰のほか、各種表彰も併せて行われた。 

 主な表彰は次のとおり。 

１ 連盟事業遂行協力関係（感謝状） 

   （株）上毛新聞社ほか １２企業等 

２ 全日本軟式野球連盟永年勤続者 

     今井伸吉会長ほか ５２名 

３ 群馬県野球連盟役員永年勤続者 

    福田英二（吾妻）ほか ２２０名 

４ 群馬県野球連盟審判員永年勤続者 

    植栗広春（吾妻）ほか ３０９名 

５ 群馬県軟式野球功労者           ６ ベストナイン等 

 

 県内女子学童野球の新たな仲間として高崎ガー

ルズが１１月に誕生し、これで県内６チームとな

りました。平成２８年度には県女子学童大会も２

大会となり、さらに関東、全国と上位大会も開催

されてきています。県内女子野球チームの活性化

に向け、平成２９年度はさらに目が離せなくなり

そうです。 

「高崎ガールズは、平成２８年１１月５日（土）

スタッフ３人及び選手２０名で元気に誕生しまし

た。先輩チームに追いつくよう一生懸命頑張りま

す。」(高崎ガールズ 泉 文好監督） 

高崎に県内6番目の女子学童チーム誕生 

吾妻支部 高橋 博 

安中支部 岩井 正一 

伊勢崎支部 久保田 芳典 

太田支部 齋藤 敏雄、野口 宏輿 

邑楽支部 森尻 一夫 

桐生支部 周東 均 

渋川北群馬支部 長谷川 宰男 

高崎支部 深田 良之助、青木 宣光 

館林支部 天野 光治 

利根沼田支部 飯塚 直次、田原 悟 

富岡支部 今井 俊二 

藤岡支部 菊池 清美 

前橋支部 金子 周之、内山 和夫 

みどり支部 高草木 貞明 

投手 坂元 寿謹 太田市役所 

捕手 須藤 英信 高崎市役所 

一塁手 関 大輔 太田市役所 

二塁手 清水 遼 高崎市役所 

三塁手 寺内 弘和 太田市役所 

遊撃手 田口 周平 太田市役所 

外野手 入澤 史貴 高崎市役所 

〃 上間 雄成 関東西濃運輸 

〃 早川 慶 太田市役所 

新人賞 佐川 吉春Jr ｻﾝﾃﾞﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 

栄誉賞 

フォーティーファイバーズ(第22回関東･東北･

北海道壮年軟式野球選手権大会 優勝) 

ジャンプスポーツクラブ(第8回関東壮年軟式

野球選手権大会 優勝) 

伊勢崎北選抜(水戸市長旗第6回東日本少年軟

式野球大会 優勝) 

太田市役所(第71回国民体育大会軟式野球競技 

第6位) 

下山 輝投手(伊勢崎イーグルス) 

(第41回群馬県選抜少年学童軟式野球大会 完

全試合達成) 

笹治賞 青田 晃一 太田市役所監督 

【高崎ガールズの皆さん】 
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【ベストナイン及び栄誉賞受賞の皆さん】 

【軟式野球功労賞受賞の皆さん】 

【乾杯の音頭を執る渡邊副会長】 

【功労賞受賞者を代表し

て謝辞の金子氏】 

【ベストナイン受賞者を

代表して謝辞の寺内氏】 

【開式の樋口副会長】 

【万歳三唱の野澤副会長】 

【式辞を述べる今井会長】 【祝辞の上毛新聞社社長の北村氏】 

【会場の様子】 
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上位大会の結果（後期） 

【主管大会】     

大会名 参加 優勝 県代表 

第４回関東クラブ人大会 8 埼玉懸信用金庫野球倶楽部(埼玉) 
横堀石材ジカハイクラブ（初戦

敗退） 

【運営委託大会】     

運営委託大会 参加 優勝 準優勝 

王貞治杯第１２回群馬県学童選抜大

会 
前橋 24 下室田ファイターズ（高崎) 

あずま南小野球スポーツ少年団

(伊勢崎) 

【関東大会】      

大会名 会場 参加 優勝 県代表 

第３３回全日本少年(中学)関東予選会 東京 8 － 伊勢崎南選抜（初戦敗退) 

高松宮賜杯第６０回全日本大会

関東予選会 

1部(B) 
埼玉 

6 － エイチイチキュウ（初戦敗退) 

2部(C) 5 － ナンバーセカンド(予選通過) 

日本スポーツマスターズ２０１６関東予

選会 
山梨 8 － フェローズ(予選敗退) 

第３９回関東学童大会 東京 8 三郷クラブ(埼玉) 乗附ライオンズ(初戦敗退) 

第９回ＧａｓＯｎｅカップ学童選手権大

会 
埼玉 16 元宮ファイターズ(神奈川) 

菱・境野子供会野球部(準優

勝） 

水戸市長旗第６回東日本少年大会 茨城 27 伊勢崎北選抜(群馬) 伊勢崎北選抜(優勝) 

第７１回国民体育大会関東ブロック大会 山梨 8 － 太田市役所(予選通過) 

第４６回関東少年（中学）大会 千葉 8 川口クラブ(埼玉) 高崎西選抜（初戦敗退) 

天狗山旗争奪第２１回東北関東選抜壮年

大会 
福島 16 さいたまクラブ(埼玉) 

フォーティーファイバーズ(第

３位) 

第７０回関東選手権大会 茨城 8 ㈱京葉銀行(千葉) 
サンデンホールディングス㈱

(準優勝) 

県大会等の結果（後期） 

【県大会】     

大会名 参加 優勝 準優勝 

第５７回群馬県壮年大会 32 
フォーティーファイバーズ（高

崎） 

ジャンプスポーツクラブ（高

崎） 

第３４回群馬県熟年大会 32 東熟年野球クラブ（伊勢崎） 信越化学熟年（安中） 

ＪＡグループ群馬杯第４７回群馬県少年

学童大会(県小学生総体) 
32 広沢子供会（桐生） 

吉岡ジュニアファイターズ（渋

川北群馬） 

第４４回群馬県クラブ人大会 32 横堀石材ジカハイクラブ（前橋) 菊水（渋川北群馬） 

ニッポンハム杯第１８回関東学童秋季大

会 
32 

大間々東小リトルジャイアンツ

（みどり） 
矢中ビクトリー（高崎） 

第１回県ガールズトーナメント大会 4 前橋ガールズ(前橋) 桐生ガールズクラブ(桐生) 

第６２回群馬県町内対抗大会 16 富岡（富岡） 金古町(高崎) 

第３９回東日本群馬県予選会 
1部（B) 32 パインズ（前橋） エイチイチキュウ（伊勢崎） 

2部（C) 32 ケイジーケイ（前橋） 石川設備野球クラブ（藤岡） 

第４３回上毛新聞社旗争奪群馬県選手権

大会 
8 太田市役所（太田） 

サンデンホールディングス㈱

(伊勢崎) 

第１０回会長賞争奪選手権大会 
壮年 16 ジャンプスポーツクラブ(高崎) 中之条クラブ(吾妻) 

熟年 16 甲子三(高崎) ラムズ熟年(伊勢崎) 
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群馬県野球連盟公式ホームページ 

http://www.jsbb-gunma.com/ 

編集後記 

２０１６年度後期 たより県球連２１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。 

【全国大会】      

大会名 会場 参加 優勝 県代表 

第２１回高野山旗全国学童大会 和歌山 52 世名城ジャイアンツ(沖縄) 中野ビクトリーズ(初戦敗退) 

阿波おどりカップ全国学童大会 徳島 28 稲積少年会野球部(富山) 小野ドラゴンズ(初戦敗退) 

高円宮賜杯第３６回全日本学童大会 東京 51 長曽根ストロング(大阪) 西小ファイターズ(初戦敗退) 

第３３回全日本少年（中学）大会 神奈川 16 星陵中学校(石川) 予選通過せず 

ＮＰＢガールズトーナメント２０１６ 東京 35 三重高虎ガールズ(三重) 前橋ガールズ(３回戦敗退) 

天皇賜杯第７１回全日本大会 北海道 57 ㈱大分銀行(大分) 
サンデンホールディングス㈱

(３回戦敗退) 

日本スポーツマスターズ２０１６ 秋田 32 
安城ベースボールクラブ

(愛知) 
予選通過せず 

高松宮賜杯第６０回全日本大会 

1部(B) 愛媛 32 オール愛媛(愛媛) 予選通過せず 

2部(C) 栃木 32 
空抵ブルーレンジャーズ

(千葉) 
ナンバーセカンド(初戦敗退) 

第１６回全国シニア選手権大会 岡山 48 南洋クラブＯＢ(大分) 
東熟年野球クラブ(３回戦敗

退)、信越化学熟年(初戦敗退) 

第７１回国民体育大会 岩手 32 
日立オートモティブシステ

ムズ㈱厚木事業所(神奈川) 
太田市役所(第６位) 

水戸市長旗第２４回東日本選手権大会  茨城 28 
スリーボンドファインケミ

カル㈱(東京) 
太田市役所(初戦敗退) 

大会名 会場 参加 優勝 県代表 

会長旗第５０回関東選抜大会 埼玉 8 
スリーボンドファインケミ

カル㈱(東京) 
高崎市役所(２回戦敗退) 

ミズノトーナメント第２２回関東東北北

海道壮年選手権大会 
東京 16 

フォーティーファイバーズ

(群馬) 

フォーティーファイバーズ(優

勝) 

ミズノトーナメント第２２回関

東選抜大会 

1部(B) 
神奈川 

8 佐川急便都下(東京) アッシュ(準優勝) 

2部(C) 8 Ｇ.Ｇ.ｎｉｎｅ(千葉) メヴィウス(初戦敗退) 

第８回関東壮年選手権大会 神奈川 8 
ジャンプスポーツクラブ

(群馬) 

ジャンプスポーツクラブ(優

勝) 

第４回関東クラブ人大会 群馬 8 
埼玉懸信用金庫野球倶楽部

(埼玉) 

横堀石材ジカハイクラブ(初戦

敗退） 

第８回全日本少年春季大会関東予選会 千葉 6 － 
昭和村立昭和中学校(予選突

破) 

第１９回関東北信越少年新人（中学）大

会 
栃木 13 能美市立根上中学校(石川) 

渋川市立赤城北･南中学校(２

回戦敗退) 

日本ハム旗第１８回関東学童秋季大会 千葉 8 茎崎ファイターズ(茨城） 
大間々東小リトルジャイアン

ツ(初戦敗退) 


