
１． 名 称

２． 主 催

３． 大 会 事 務 局 酒田リトルシニアチーム

　会長　本間　義浩

　　山形県酒田市北新橋１－３－２９

　　電話・ Ｆａｘ　050(3462)5699

　事務局長　齋藤　俊　　電話　090-7936-5081

４． 後 援 酒田市、　酒田地区野球連盟、　JA共済連　　

５． 協 賛 庄内みどり農業協同組合、全国農業協同組合連合会山形県本部、　株式会社みどりサービス

６． 期 日 ２０１８年４月１４日（土）～１５日（日）

７． 会 場 酒田市光ケ丘野球場、酒田市八森野球場、サンスポーツランド遊佐、旧酒田工業グランド

松山多目的運動広場、松山河川敷野球場、眺海の森グランド

８． 参 加 チ ー ム 山形県支部加盟５チーム

　山形チーム、山形中央チーム、新庄チーム、おいたまチーム、酒田チーム

招待８チーム予定

　信越連盟　新発田チーム、ＮＧＭチーム

　東北連盟　福島チーム、郡山チーム、弘前聖愛チーム、青森山田チーム

　 　盛岡南チーム、北上チーム

９． 参 加 費 用 １０，０００円／チーム

１０．競 技 規 則 （１）２０１８年公認野球規則並びに東北連盟大会運営要項及び特別競技規則

　　　による。

（２）チーム編成

　　　選手２５名（中学１年生～中学３年生）

　　　監督１名　コーチ２名　スコアラー１名　計２９名

（３）審判員２名を派遣すること。主審は原則として当該チーム外からとする。

（４）2日間とも３チーム４ブロックに分けたリーグ戦とし、勝ち点、総得失点率で行う。

　　　①７回戦とし、延長戦は行わない。

　   　②１時間50分ルールとし、５回以降７点差はコールドゲームを適用する。

         ③１勝につき勝ち点３点、引き分け１点とする。

１１．組 合 せ 組合せは大会事務局で決定する。

１２．表 彰 優勝（副賞：米１俵）　準優勝（副賞：米３０ｋｇ）　第３位（副賞：米１０ｋｇ）

個人賞（最優秀賞　優秀賞　敢闘賞）

１３．選 手 登 録 書 選手登録書は平成３０年３月３１日（土）の大会事務局までEメールで提出する。

　メールアドレス  齋藤事務局長　

１４．会 議 監督会議　審判会議　事務局長会議

２０１８年４月１４日（土） 午前８時１５分より酒田市光ケ丘野球場で行う。

１５．開 会 式 ２０１８年４月１４日（土）午前８時３０分より酒田市光ケ丘野球場で行う。

雨天の場合は、酒田市光ケ丘屋内練習場で行う。

１６． ２０１８年４月１５日（日）午後３時００分（予定）より酒田市光ケ丘野球場

１７． （１）　宿泊は、各自で申し込む。なお、弁当は、協賛するJA庄内みどりに申し込む。

飲み物付きで700円とし、申し込み受付は、選手登録書と一緒にメールにて、事務局

に申し込む。

（２）懇親会を行うので、監督を始めとし、2人以上の参加をお願いする。会費4,500円/人

別紙にて申込書に記入をお願いし、選手登録書を一緒に申し込む。

会場：ﾎﾃﾙﾘｯﾁ＆ｶﾞｰﾃﾞﾝ酒田、18時30分から 以上

JA庄内みどりカップ中学硬式野球大会JA庄内みどりカップ中学硬式野球大会JA庄内みどりカップ中学硬式野球大会JA庄内みどりカップ中学硬式野球大会

開催要項開催要項開催要項開催要項

第６回ＪＡ庄内みどりカップ中学硬式野球大会

庄内みどり農業協同組合

で行う。

saitoh1-shn9@celery.ocn.ne.jp



大会会場 名　　称 住　所 備　考

会場A 酒田市光ケ丘野球場 山形県酒田市光ケ丘三丁目2-23

会場B サン・スポーツランド遊佐野球場 山形県飽海郡遊佐町小原田字北川原18-1　

会場C 松山多目的運動広場 山形県酒田市山寺字見初沢64番地

会場D 八森野球場 山形県酒田市市条字八森309番地の1

会場E 旧酒田工業グランド 山形県酒田市宮海新林３０７付近 酒田聾学校の隣

会場F 眺海の森グランド 山形県酒田市田沢字躑躅沢2番地

雨天会場 酒田市光ケ丘屋内練習場 山形県酒田市光ケ丘三丁目2-23 雨天の開会式会場

酒田市、　酒田地区野球連盟、　JA共済連　　

懇親会場 ホテルリッチ＆ガーデン酒田 山形県酒田市若竹町1丁目1番1号 電話：０２３４－２６－１１１１

　山形チーム、山形中央チーム、新庄チーム、おいたまチーム、酒田チーム



　山形チーム、山形中央チーム、新庄チーム、おいたまチーム、酒田チーム



得点回数 得点 失点回数 失点 順位 得点回数 得点 失点回数 失点 順位

総得失点率 総得失点率

#DIV/0! #DIV/0!

酒田市、　酒田地区野球連盟、　JA共済連　　

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

　山形チーム、山形中央チーム、新庄チーム、おいたまチーム、酒田チーム

得点回数 得点 失点回数 失点 順位 得点回数 得点 失点回数 失点 順位

総得失点率 総得失点率

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!

で総得失点率の大きい方を上位とする。

② 盛岡南

#DIV/0! #DIV/0!

得点率 失点率

① 新庄

#DIV/0! #DIV/0!

チーム

① ② ③

勝点

新庄 盛岡南 郡山

③ 山形

#DIV/0! #DIV/0!

② 新発田

#DIV/0! #DIV/0!

得点率 失点率

① 青森山田

#DIV/0! #DIV/0!

チーム

① ② ③

勝点

青森山田 新発田 山形

③ 北上

#DIV/0! #DIV/0!

② 福島

#DIV/0! #DIV/0!

③

勝点

失点率

① 弘前聖愛

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

得点率

チーム

① ②② ③

勝点

得点率 失点率

#DIV/0! #DIV/0!

会場Ｃ

①

②

③

酒田

NGM

おいたま

チーム

①対③

12:30 15:00

サンスポーツランド遊佐野球場 八森野球場

松山多目的運動広場酒田市光ケ丘野球場

15:00

②対③ ①対③

②対③ ①対③

12:30 15:00

②対③ ①対③

12:30 15:00

第６回　JA庄内みどりカップ中学硬式野球大会第６回　JA庄内みどりカップ中学硬式野球大会第６回　JA庄内みどりカップ中学硬式野球大会第６回　JA庄内みどりカップ中学硬式野球大会

２０１８年４月１４日～１５日

酒田市光ケ丘野球場、松山多目的運動広場、八森野球場、サンスポーツランド遊佐野球場

１勝：３点 引き分け：１点

酒田 NGM おいたま

総得失点率＝得点率－失点率

②対③

会場Ａ

①対②

10:00

タイムスケジュール

①

①対②

10:00

弘前聖愛 福島 北上

③ 郡山

12:30

1日目

会場Ｂ 会場Ｄ

タイムスケジュール

①対② ①対②

10:00 10:00

タイムスケジュール タイムスケジュール

失点率＝失点÷総イニング 得点率＝得点÷総イニング

2日以降は、各ブロック１位チームから、Ｂブロック、Ａブロック、Ｃブロック、Ｄブロックと組み合わせる。



得点回数 得点 失点回数 失点 順位 得点回数 得点 失点回数 失点 順位

総得失点率 総得失点率

        

####### #VALUE!

        

####### #VALUE!

        

####### #VALUE!

得点回数 得点 失点回数 失点 順位 得点回数 得点 失点回数 失点 順位

総得失点率 総得失点率

        

####### #VALUE!

        

####### #VALUE!

        

####### #VALUE!#VALUE! #VALUE!

②

#VALUE! #VALUE!

得点率 失点率

①

#VALUE! #VALUE!

チーム

① ② ③

勝点

③

#VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE!

②

#VALUE! #VALUE!

得点率 失点率

①

③

#VALUE! #VALUE!

②

#VALUE! #VALUE!

得点率 失点率

①

#VALUE! #VALUE!

チーム

① ② ③

勝点

③

#VALUE! #VALUE!

#VALUE!

②

#VALUE! #VALUE!

得点率 失点率

①

#VALUE!

チーム

① ② ③

勝点

11:30 14:00

11:30

②対③ ①対③

11:30 14:00

②対③ ①対③

① ② ③

会場Ａ 松山多目的運動広場

サンスポーツランド遊佐野球場

タイムスケジュール

①対② ①対②①対③

尚、2日目の組み合わせは、懇親会にて、決定する。また、新発田チームは、１日目のみで、２日目に山形中央チームが交流試合に参加

２日目

酒田市光ケ丘野球場

なお、4ブロックあるので、勝ち点が多いほうから行うが、全て、勝ち点が６と４チームあった場合は、総得失点率の大きい上位３チームが

決勝ブロックに進む。それでも同等の場合は、懇親会の場所でくじ引きとする。

会場Ｃ

9:00 9:00

会場Ｂ 会場Ｄ 八森野球場

タイムスケジュール

14:00

②対③

チーム

③

勝点

9:00 9:0011:30 14:00

タイムスケジュール タイムスケジュール

①対② ①対②②対③ ①対③



１． 開会のことば

　酒田リトルシニア　保護者副会長　　佐藤　伸是

２． 開会のあいさつ 酒田市、　酒田地区野球連盟、　JA共済連　　

　山形県支部　酒田シニア　会長　　本間　義浩

３． 祝辞

　大会会長　庄内みどり農業協同組合　代表理事組合長　阿部　茂昭

　酒田市長　　丸山　至

　山形チーム、山形中央チーム、新庄チーム、おいたまチーム、酒田チーム

４． 前年度優勝、優勝カップ返還、レプリカ贈呈（弘前聖愛チーム）

５． 記念品贈呈（各チームへ）

　庄内みどり農業協同組合　代表理事組合長　阿部　茂昭

６． 競技場の注意

　山形県審判部長　本田　隆則

７． 選手宣誓

　酒田チーム　

８． 閉式のことば

　酒田リトルシニア　保護者副会長　　佐藤　伸是

１． 開会のことば

　酒田リトルシニア　保護者会長　　森山　敏雄

２． 成績発表

　山形県審判部長　本田　隆則

３． 表彰 庄内みどり農業協同組合　代表理事組合長　阿部　茂昭

優勝、準優勝、３位

　個人賞 　敢闘賞

　優秀賞

　最優秀賞

４． 閉会のあいさつ

　山形県支部　酒田シニア　会長　　本間　義浩

５． 閉式のことば

　酒田リトルシニア　保護者会長　　森山　敏雄

開会式開会式開会式開会式

閉会式閉会式閉会式閉会式

選手退場

選手整列

選手整列

４月１４日（土）８時３０分

会場：酒田市光ケ丘野球場（会場A）

選手退場

４月１５日（日）１５時００分（予定）

会場：酒田市光ケ丘野球場（会場A）



　山形チーム、山形中央チーム、新庄チーム、おいたまチーム、酒田チーム


