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平成25年度定時総会 平成25年2月16日(土) 渋川・松本楼  

2013.6.30 たより No.13 

 会長より議長に、吾妻支部篠原博氏が指

名され、議事運営がなされ報告事項、議決

事項、その他が審議され、原案通り確認、

承認された。（以下抜粋） 

 

【報告事項】 

１ 上部団体功労表彰候補者の推薦 

・平成２４年度群馬県スポーツ協会長表彰

（スポーツ功労者賞） 

 常任理事 小暮 修氏 

・平成２５年度全日本軟式野球連盟功労表

彰 副理事長･総務委員長 渋谷 栄氏 

２ 強化指定チーム 

太田市役所･高崎市役所・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｺｿﾘｭｰｼｮﾝ

ｽﾞ朝日㈱・富士精螺の４チーム 

 

３ 成年の部Ａクラス各付け及びクラス昇格の基準内規につ

いて 

４ 県大会の企画･運営の一部変更について 

 

【議決事項】 

１ 平成２５年度・２６年度期役員の選任について 

○会長 今井伸吉（利根沼田） 

○副会長 金田年弘（安中）渡邉弘（桐生）堀口利男（高

崎）清水靖夫（渋川北群馬）都丸晃（上毛新聞） 

○理事 福田英二（吾妻）山田好二（安中）五十嵐富久志

（伊勢崎）根本豊（太田）山崎剛（邑楽）窪田榮（桐

生）狩野弘之（渋川北群馬）高地康男（高崎）荒井正一

（館林） 和南城健二（利根沼田）細山周作（富岡）植

田暁（藤岡）滝澤正好（前橋）斉藤裕志（みどり）野澤

晋也 金澤公一 飯塚実 久我敏雅 徃住洋一 小暮修 

大島和幸 笹治禮子 鎌田一郎（以上会長指名） 

○監事 渋谷栄 小林一隆 

２ 平成25年度事業計画について 

(1)方針     モットー「集中・確実・迅速」 

(2)主催大会   第38回選抜少年学童軟式野球大会ほか15

大会 

(3)運営委託大会 王貞治杯第9回学童選抜軟式野球大会ほ

か1大会 

(4)主管大会   高松宮賜杯第57回全日本軟式野球大会(1部・2部)関東予選会 

３ その他 

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 

【総会全体風景】 

【再任の今井会長】 

【左から萩原賢一新理事長、小林一隆前理事長】 
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 群馬県審判員の技術の向上と、野球の普及発展を図ること

を目的に講師に全軟連技術指導委員長 横溝直樹氏を招いた

講演のほか、県技術

指導員等による講義

が行われた。 

春季審判技術研修会  

座学 平成25年1月27日(日) 吉岡町文化センター 

実技 平成25年3月10日(日) 上毛新聞敷島球場 

 群馬県審判員の技術の向上と、野球の普及発展を

図ることを目的に講師のほか各支部から５４名の審

判員の参加を得て開催された。受講者の平均年齢は

４７歳で次代を担う若手審判員が中心であった。 

 講習会は審判員の心得、基本事項をはじめ、参加

者を４班に分け、様々なケースを想定したメリハリ

のついた研修会となった。 

少年野球検診（関節機能検査） 

検 診 平成25年2月10日(日) 群馬大学 

報告会 平成25年6月18日(火) 前橋プラザ元気21 

 群馬大学が主催した「成長期のスポーツ障害－群馬県に

おける少年野球検

診－｣が実施され、

依頼を受けた県野球

連盟に所属する２５

０人を超える小中学

生が受診した。 

【検診の様子】 

【検診の様子】 

【横溝直樹講師】 
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第６８回天皇賜杯群馬県大会 

平成25年４月２０日～５月４日 渋川・あずま・大胡・富岡 

 初出場の関東西濃運輸（安中）が決勝戦での高崎市役所をはじめとする県内強豪チームとの接戦を制し

初優勝を飾り、９月に島根で開催される全日本大会の出場を決めた。 

【大会を振り返って 関東西濃運輸 境原総監督】 

 今年のスタートから天皇賜杯大会の優勝を目標として選手たちが努力し、会社の支援と職場の皆様の応

援をいただき優勝することができました。本当に感謝します。 

 大会を通じて厳しい試合もありましたが、常に本番を意識した練習をしていたので、どんな局面でも慌

てず戦うことができました。全国大会では群馬県代表として全国制覇を目指します。 

 

 2月に検診を受けたチームの指導者及び保

護者、また選手の方々250名が群馬大学大学

院医学系研究科整形外科 高岸憲二先生ほ

か検診に携わった先生方を講師に迎え「野

球によるスポーツ障害」のお話しや検診の

結果を中心に講義が行われた。 

 講義が終わった後も、個別に相談される

姿が見られた。 

【「前橋プラザ元気21」で行われた報告会】 
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第６８回群馬県実業軟式野球大会 
 ５月２５日～６月１６日 上毛新聞敷島球場ほか12会場 

 【開会式は関係団体、連盟役員、参加チーム（１１５チーム）の参加のもと盛大に実施された】 

【選手宣誓の高崎市役所入澤史貴主将】 【返還された優勝旗等】 【胴上げするＡクラス優勝の太田市役所】 

 【結果】各クラスの優勝準優勝チームと上位大会 

  クラス 優勝チーム 準優勝チーム 

  Ａ 

太田市役所(太田) 4年ぶり4回目の優勝 

・第６８回国体関東ブロック大会（神奈川県）へ 

・水戸市長旗東日本軟式野球選手権大会（茨城県）へ 

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｺｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ朝日㈱(吾妻) 

・会長旗関東選抜大会（千葉県）へ 

  Ｂ 
関東西濃運輸(安中) 初優勝 

・高松宮賜杯全日本軟式野球大会（大分県）へ 

ガッツ(太田) 

・関東選抜大会ミズノトーナメント（千葉県）へ 

  Ｃ 
ちゅら(高崎) 初優勝 

・高松宮賜杯全日本軟式野球大会（富山県）へ 

フサイチコンコルド(太田) 

・関東選抜大会ミズノトーナメント（千葉県）へ 

  壮 
ﾋｶﾘS．Eｸﾗﾌﾞ(高崎) 5年ぶり2回目の優勝 

・日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ関東予選会（神奈川県）へ 

フォーティーズクラブ壮年(桐生) 

・天狗山旗東北関東選抜壮年大会（福島県）へ 
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第３８回群馬県選抜少年学童軟式野球大会 

３月２３日～４月５日 上毛新聞敷島球場 

 決勝戦は城南ファイヤーズ（高崎）と前橋南リト

ル（前橋）との戦いになったが、初戦からの圧倒的

な打力を持って打ち勝った城南ファイヤーズが優勝

を飾った。 

 

第３３回全日本学童軟式野球大会 

４月２０日～５月３日 上毛新聞敷島球場 

 決勝戦は城南ファイヤーズ（高崎）と前橋南

リトル（前橋）と、選抜学童大会決勝戦と同じ

対戦となったが城南ファイヤーズが３年ぶり２

度目の優勝を飾った。 

 優勝の城南ファイヤーズ（高崎）は高円宮賜

杯全日本学童大会（東京都）、準優勝の前橋南

リトルメッツ（前橋）は関東学童大会（東京

都）、第３位の沢野メッツ（太田）と小野ドラ

ゴンズ（藤岡）はNPBCUP選抜大会（埼玉県）

へ。なお、各種上位大会は８月に開催される。 

 

 開会式は30チーム575人の参加のもと盛大に

実施された。 

【選手宣誓を行う前橋南リトル池田翔人主将】 

【選手宣誓を行う中之条イーグルス木暮秀斗主将】 

【開会式は28チーム528人の参加のもと、盛大に実施された】 
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女子学童野球（前橋ガールズ）が始動 

 本年が初めての開催となる全国大

会、ＮＰＢガールズトーナメント２

０１３及び関東大会である第1回Ｇ

ａｓＯｎｅカップ女子学童大会（埼

玉県）、第7回ＮＰＢＣＵＰ女子交

流選抜学童大会（埼玉県）に向け、

前橋ガールズ（前橋）の各選手と各

支部から加わった選手により練習が

重ねられている。 

 開催会場は夢の東京ドーム、西武

ドームなどで行われるため、良き思い出を作ってほし

い。 

 県野球連盟都丸晃副会長（上毛新聞社）

は、開幕試合となった新屋イーグルス

（富岡）対大類シルバースターズ（高

崎）の試合に先立ち始球式を行った。 

 バッターはドナルド。ナイスボール！ 

 

【子供たちの晴れ舞台を見つめる指導者】 

【大会用ユニホーム】 
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支部たより 

【富岡支部】 

 富岡市野球連盟は２５年度事業計画

で、ホームページの作成を掲げ、シーズ

ン初めよりアクセスできるようになりま

した。 

 昨今、登録チーム数の減少が見られ、

特に若い世代の野球人の減少が気にな

り、その解消の一環として情報発信を行

い連盟と選手が親しみのある連盟にして

いこうと実施に踏み切ったものです。 

 内容は少年部から壮年まで各ブロック

に試合の予定、中止連絡、結果等を見る

ことができます。また、県のホームペー

ジにもリンクしています。これからもさ

らに充実していきたいと考えています。 

上位大会の結果 

・第４回全日本少年春季大会（静岡）3月23日～25日 

 

 

・第１８回関東選抜交流軟式野球大会（埼玉）4月6日～7日  

 

・第８回五味旗北信越関東ブロック大会（長野）5月25日～26日 

 

 

 

・第３５回東日本１部（神奈川）5月25日～27日 

 

 

・第３５回東日本２部（茨城）6月8日～10日 

 

 

 

 

1回戦 （静岡市西ヶ谷総合運動場野球場） 沼田西中学校(群馬) ３－０ 一戸野球団(岩手) 

２回戦 （島田市営球場） 沼田西中学校(群馬) ０－３ 高知中学校(高知) 

１回戦 (春日部市営庄和野球場) 富士精螺(群馬) ０－１ 松戸市役所(千葉) 

１回戦 (諏訪湖スタジアム) 富士精螺(群馬) ５－３ 諏訪クラブ(開催地) 

２回戦 (諏訪湖スタジアム) 富士精螺(群馬) ６－５ 日立電線㈱(茨城) 

準決勝 (諏訪湖スタジアム) 富士精螺(群馬) １－６ オール東京(東京) 

1回戦 (厚木市営玉川野球場) 前橋S・A倶楽部(群馬) ４－２ 気仙沼ジャパン(宮城) 

２回戦 (厚木市営玉川野球場) 前橋S・A倶楽部(群馬) ３－４ 札幌市消防局(北海道南) 

１回戦 (土浦市川口運動公園野球場) 富士精螺野球クラブ(群馬) ０－６ ワイルドスターズ(北海道南) 

【富岡支部ホームページのトップページ画面】 
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群馬県野球連盟公式ホームページ 

 シーズンも中盤から後半へ移ります。今後の県大会の予定をお知らせいたします。皆様の健闘を祈りま

す。 

 

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

県大会予定 

機関誌担当        細山・狩野 

少年野球指導者講習会担当 酒井・植田 

クラブ人大会担当     根本・五十嵐 

公認指導者講習会担当   和南城・山崎 

編集後記 

２０１３年度後期 たより県球連１３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。 

平成25年度第2回理事会 平成25年6月29日(土) 前橋・パークホテル楽々園 

【報告事項】 

①平成25年度登録チーム数について 1,649チーム 

②高松宮賜杯第57回全日本軟式野球大会関東予選会について 

  富岡市民球場及び西毛総合運動公園野球場において7月に開催される。 

③日本体育協会公認指導員養成専門科目講習会について 

 パークホテル楽々園及び上毛新聞敷島球場を会場として、10月から12月まで計６回の連続講習として

開催される。 

④成長期のスポーツ障害における少年野球の検診結果について 

⑤ガールズ野球大会について 

 ＮＰＢガールズトーナメント(全国大会)ほか２大会に向け練習が重ねられている。 

⑥審判員の制度改革について 

 スーパーアドバイザー、インストラクターについて 

【審議事項】 

①県実軟大会規律違反の措置について 

②上部団体功労表彰候補者の推薦について 

 平成25年度県スポーツ協会表彰(スポーツ功労者)に樋口半司(高崎支部)を推薦する。 

③平成26年度支部別県大会出場チーム数について 

 前年度の支部登録チーム数及び大会会場を参考に見直しが行われる。 

④平成26年度大会日程案について 

⑤平成26年度関東主管大会開催会場及び日程について 

⑥大会会場割当表(平成26年度～29年度）の一部変更について 

開催期 大会名 会場 

 7月21日～ 県壮年 桐生･館林・伊勢崎・太田・敷島 

 7月28日～ 県熟年 高崎・西毛・藤岡・渋川・敷島 

 8月 7日～ ＪＡ群馬杯県学童 敷島・太田・高崎 

 8月31日～ 県クラブ人 館林・大胡・敷島 

10月 4日～ ニッポンハム杯学童秋季 敷島･大胡・渋川 

10月 5日～ 東日本県予選 前橋・あずま・太田・高崎・富岡・館林・西毛・敷島 

10月12日～ 県町内対抗 桐生･敷島 

10月26日～ 会長賞県熟年選手権 桐生・前橋・敷島 

11月 2日～ 会長賞県壮年選手権 あずま・高崎・敷島 

11月14日～ 上毛社旗県選手権 敷島 

11月23日～ 会長賞県還暦選手権 敷島 


