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京葉少年野球連盟:第 43回春季大会 

「第 41回くりくり少年野球選手権大会千葉地区予選会」 

開催要項 
 

（後援:毎日新聞社・くりくり少年軟式野球連合会・ナガセケンコー（株）・ 

千葉市スポーツ振興課） 

京葉少年野球連盟 

理事長 福田順一 

 

① 開会式 
   日時： 4月 6日(土) ９時 00分 より 

   場所： ＺＯＺＯマリンスタジアム(雨天の場合は スタンドにておこないます。) 

   受付： ８時より８時３０分厳守 スタジアム正面玄関においで下さい。 

       持参物 ⇒毎日新聞の購読申込書・ロジンバックの支払い及び受領 

   集合：選手はレフト側グランド入り口に集合してください。 

(1) 入場行進を行う為 プラカード持参(クラブ１枚)・団旗持参 

(2) エントリーにこだわらず、クラブ全体で参加お願い致します。 

(3) 昨年度の優勝旗・くりくり出場旗を返還準備お願い致します。(カップ類

は受付で返還) 

Ａゾーン 幸町リトルインディアンズ Ｂゾーン 磯辺シャークス 

(4) 連盟登録準指導審判の方も７時３０分に集合して下さい。関係者入り口よ

りお入り下さい。運営のお手伝いお願い致します。 

(5) スタンド脇の駐車場は 7 時 30 分より利用出来ます。開門以前に駐車場入

門待ちの為 道路上に行列を作ること禁じます。またメッセ駐車場もご利

用下さい。車よりの乗り降りは 必ず駐車場内で駐車後おこない 道路上

ではしないで下さい。 

(6) 開門待ちなどで他の通行の妨げにならないようお願い致します。 

また 道路混雑防止の為 美浜大橋方面より左折入場のみとさせていた

だきます。海浜幕張駅方面よりの直進・習志野方面よりの右折は出来ませ

んので協力お願い致します。 

(7) 父兄は 2階コンコースＤゲートよりお入りください。 

⇒今大会も グランド内に父兄の皆さんが応援していただける場所を 

設けます。グランド内は人口芝ですので 芝を傷めない靴をお願い致し

ます。グランド内にお入りいただける父兄の皆さんはライト側スタンド

下にお集まり下さい。係員の指示でグランドにお入り下さい。 

(8) スタンド内・グランド内は危険ですので 走りまわらないで下さい。 

スタンド内のごみは持ち帰って下さい。またフィールドシートには入ら

ないで下さい。 

（9）優勝旗返還者・選手宣誓者・始球式の関係者は、７時３０分までに集合

し関係者入り口よりお入り下さい。 

  【連盟よりお願い： 子供らしいきびきびとしたさすが京葉のチームだと思われる 入

場行進にしたいと思います。各クラブに置かれましては､ぜひ行

進の指導及び優勝旗など返還チームは正式な返還の仕方の指導

お願い致します。】 

 



  

② 大会 
（1）Ａ・Ｂゾーンの試合を行います。 

（2）今年度のくりくり大会が早まった関係で 4 月 6 日～６月 16 日（日）の土・日・ 

祝日に行います。大会期間中の大会運営にご協力お願い致します。 

（3）各球場での試合チームは 役員の指示に従って駐車お願い致します。  

（4）各球場の第一試合のチーム及び運営補助役員・準指導審判・担当審判の方は 試

合開始１時間 30分前までに集合し、グランド設営をお願い致します。また最終試

合チームは、連盟役員・運営補助役員・準指導審判・担当審判の皆さんと協力し

てグランド整備・用具撤収などに協力お願い致します。 

（5）4月 6日・7日の試合は 3月 31日（日）16時より試合を組みます。 

（6）大会使用ボールは、連盟支給の新球Ｊボールにて行います。 

（7）Ａゾーン優勝チームは、9月 16日に開催される秋季大会開会式に放送要員派遣お

願い致します。 

 

③ 第 41回くりくり少年野球選手権大会出場 
  本大会Ａゾーンで優秀な成績をおさめたチームは 7月 22日【月】より 25日【木】 

  メットライフドームでのくりくり少年野球選手権大会に出場推薦されます。 

  くりくり大会優勝目指して頑張りましょう。 

  また 抽選会は 7月 6日（土）１５時より 毎日ホールにて行われます。 

        

④ 大会運営について協力のお願い 
試合進行について各クラブの皆さんのご協力お願い致します。 

・ 運動会などの学校行事⇒各クラブの指導者はしっかり行事の日程把握お願い致し

ます。ご連絡ない場合は、学校行事とはいえクラブの責任として、組み合わせ後の

変更はおことわりすることもあります。 

・ 各クラブよりの連絡⇒各クラブよりの連絡(ＨＰ内チーム連絡板及び電話)はクラ

ブ全体を把握している方がお願い致します。単に「チーム事情」という理由による

試合回避はお断りする場合があります。連絡のないクラブについては無条件で試合

を組みます。組み合わせ発表後の変更申し入れはお断りする場合もあります。 

・ 他地区の大会と重複する場合⇒ 両大会を午前／午後のダブルで対戦出来るよう、

お互いに試合時間を調整するようご協力お願い致します。 

 

・ くりくり少年野球選手権大会に出場するチームは、大会期間中は他の大会に一切出

場出来ません。今年度のくりくり大会は、前年度と比べて 2週間ほど早く、7月 22

日（月）～25 日（木）まで開催されます。 抽選会 7 月 5 日（土）に行われるた

め代表チーム選出のタイムリミットは、6 月 24 日（日）です。同時期に関東学童

大会千葉県予選大会（6 月 23 日（土）・24 日（日）・7 月 1 日（日）千葉市中心）

に行われます。この重複を避けるため 6 月 16 日（日）決勝戦を行う予定で試合

運営して参ります。試合の進捗状況によっては、ベスト 8進出時の「くりくり大会

参加意思確認会議」で、くりくり大会参加・関東学童千葉県予選に参加を選択して

いただきます。関東学童を選択したクラブは、その後の試合の権利をくりくり大会

選択クラブにお譲りお願い致します。その他の主要本大会、千葉日報杯（8月 4日

～）・関東学童本大会（8月 4日～）・全日本学童（8月 18日～）は重複在りません。 

 

・ 4 月～5 月の連休は、4 月 27 日（土）・28 日（日）・29 日（祝）・5 月 1 日（祝）・3



日（金）・4日（土）・6日（祝）に試合を行いますのでご協力お願い致します。 

 

⑤ 試合日程の連絡 
○従来どおり ホームページにて行います。 

毎週日曜日１６時よりの組み合わせ会議の結果 22 時頃 ホームページに掲載致し

ます。やむを得ず 連盟が認めた試合変更がある場合もありますので 毎週水曜日２

２時現在の試合予定を最終予定と致します。必ず確認お願い致します。 

○試合の調整などは前週の試合終了後１６時より組み合わせ会議を開きますので 

 次週の時間調整などの希望は、ホームページ内【チーム連絡板】をご利用下さい。 

 なお 【チーム連絡板】は、16時以降の連絡はＰＣを離れますので把握出来ません。

その場合、必ず本部携帯（090－2930－2367）までご連絡お願い致します。 

 

⑥ 当日雨天などの緊急連絡 
○ホームページのＷＥＢ面に６時３０分頃 入れます。 

〇メール用事務局掲示板にも６時３０分頃 いれます。 

〇メール連絡網が準備出来次第、活用していきます。 

 

⑦ 大会期間中 安全な試合・球場の美化に協力お願い致します。 
野球は危険を伴うスポーツです。期間中万が一発生した事故については、連盟加盟の

施設管理者賠償保険・皆様の加盟しているスポーツ安全保険の補償範囲内のみとさせ

ていただきます。ごみなどはチームに持ち帰って下さい。 

 

 

⑦ 試合結果の新聞掲載 
  春季大会及びくりくり大会の結果は 毎日新聞に掲載されますので 毎日新聞の購読

お勧めいたします。 

 

⑧ 今年度の教育リーグは 5月 12日(日)より開始いたします。 
打ち合わせ会を 4月 21日（日）13時よりフクダ電子グラウンドにて開催しますので 参

加チームはご出席お願い致します。 

また 途中よりの参加も可能ですので、たくさんのチームの参加お待ちしております。 

 

⑨ ＺOＺOマリンスタジアムの試合について 
今大会 ４月 6日(土)３試合とクラブ分担金を活用して４月 7日(日)４試合行います。 

○ 試合チームは、放送要員派遣お願い致します。 

4月 6日（土）の第一試合の放送は、磯辺高校の皆さんが担当致します。 

○ スコアーボードに選手名入力の為 事前に選手登録書必要となります。本日提

出しなかったチームはお申し出下さい。 

○ ４月 6日第一試合チームは道具運搬車のみ関係者入口よりお入りください。 

荷物はベンチに搬入して下さい。 

他の時間チームは有料駐車場ご利用ください。また４月 7日の試合チームは 

関係者入口よりお入りください。 

○ 球場玄関より室内通路はスパイク厳禁です。運動靴をはき、グランドでスパイ

クに履き替えてください。 

○ 当日保護者の方 ベンチにて応援出来ます。ただし人工芝を痛めない為 

底が平らな履物をご使用下さい。 



○ 4月 6日（土）第一試合チームの介護員の皆様は、開会式の時グランド内ベン

チに待機し、子供が気持ち悪くなった場合の介護お願い致します。 

 
 

⑫ 開会式当日の人の動き 

  
   1、ＺOＺOマリンスタジアムに到着したら 

 

     ・指導者１名は正面玄関前の受付へおいで下さい。 

      毎日新聞購読申込書（未提出クラブ）提出下さい。 

      ロジンバック注文のクラブは清算・受領して下さい。 

 

     ・子供達はレフト側入り口で待機お願い致します。 

 

  2、ＺOＺOマリンスタジアムのグラントに入場 

 

     ・子供達全員揃ったらレフト側入り口よりグランドに入場し 

      センターの所で写真業者のクラブ別の撮影があります。 

      指導者付添お願い致します。ご父兄の入場はご遠慮ください。 

     ・撮影が終わったら ライト側よりグランドの外に出て 入場行進に備えてく

ださい。 

     ・8時 45分までの間です。迅速に撮影お願い致します。 

 

 3、指導者・ご父兄の皆様は 

 

     ・指導者は開会式の時 必ずレフト側より入場し３塁側に整列して下さい。 

     ・ご父兄の皆様は、Ｄゲートより入場しスタンドで見学か 又は 入場の案内

があってから 1塁側のグランド内指定位置よりご覧いただけます。 

     ・グランド内でご覧の方は、人口芝を傷めないよう 底の平らな靴を履いて下

さい。 

     ・小さいお子さんがグランド内を走り回らないよう注意お願い致します。 

 

⑬ 都市対抗野球×くりくり少年野球 ĪＮ東京ドーム・くりくりジュニアマッチ 

   連盟推薦チーム抽選会 日時変更のお知らせ  

   総会時 6月 1日（土）13時よりフクダ電子グラウンドとお知らせしましたが 

   5月 26日（日）13時より フクダ電子グラウンドに変更して行います。 


