
第２４回マツダボール旗争奪岩手県大会リーグ戦ブロック組合せ表

使用球場

Ａ：胆沢野球場　Ｂ：水沢サンスポーツランド野球場　　Ｃ：水沢公園野球場

１．１１月１日（土）　一日目

・ Ａブロック 胆沢野球場（球場当番＝３チーム）

盛岡東 盛岡北 金ヶ崎

盛岡東 第一試合 盛岡東 VS 盛岡北 　９：００～

盛岡北 第二試合 敗者 VS 金ヶ崎 １１：３０～

金ヶ崎 第三試合 勝者 VS 金ヶ崎 １４：００～

・ Ｂブロック 水沢サンスポーツランド野球場(球場当番＝３チーム）

盛岡南 花巻 北上

盛岡南 第一試合 盛岡南 VS 花巻 ９：３０～

花巻 第二試合 敗者 VS 北上 １２：００～

北上 第三試合 勝者 VS 北上 １４：３０～

・ Ｃブロック 水沢公園野球場（球場当番=３チーム ）

一関 盛岡姫神 滝沢いわて

一関 第一試合 一関 VS 盛岡姫神 ９：３０～

盛岡姫神 第二試合 敗者 VS 滝沢いわて １２：００～

滝沢いわて 第三試合 勝者 VS 滝沢いわて １４：３０～



２．１１月２日（日）　二日目

・ 決勝ブロック胆沢野球場　（１日の結果にて決定）

Aﾌﾞﾛｯｸ1位 Bﾌﾞﾛｯｸ1位 Cﾌﾞﾛｯｸ1位

Aﾌﾞﾛｯｸ1位 第一試合 Aﾌﾞﾛｯｸ1位 VS Bﾌﾞﾛｯｸ1位 　９：００～

Bﾌﾞﾛｯｸ1位 第二試合 第１試敗 VS Cﾌﾞﾛｯｸ1位 １１：３０～

Cﾌﾞﾛｯｸ1位 第三試合 第１試勝 VS Cﾌﾞﾛｯｸ1位 １４：００～

・ ２位ブロック水沢サンスポーツランド野球場　（１日の結果にて決定）

Aﾌﾞﾛｯｸ2位 Bﾌﾞﾛｯｸ2位 Cﾌﾞﾛｯｸ2位

Aﾌﾞﾛｯｸ2位 第一試合 Aﾌﾞﾛｯｸ2位 VS Bﾌﾞﾛｯｸ2位 　９：００～

Bﾌﾞﾛｯｸ2位 第二試合 第１試敗 VS Cﾌﾞﾛｯｸ2位 １１：３０～

Cﾌﾞﾛｯｸ2位 第三試合 第１試勝 VS Cﾌﾞﾛｯｸ2位 １４：００～

・ ３位ブロック水沢公園野球場（１日の結果にて決定）

Aﾌﾞﾛｯｸ3位 Bﾌﾞﾛｯｸ3位 Cﾌﾞﾛｯｸ3位

Aﾌﾞﾛｯｸ3位 第一試合 Aﾌﾞﾛｯｸ3位 VS Bﾌﾞﾛｯｸ3位 　９：００～

Bﾌﾞﾛｯｸ3位 第二試合 第１試敗 VS Cﾌﾞﾛｯｸ3位 １１：３０～

Cﾌﾞﾛｯｸ3位 第三試合 第１試勝 VS Cﾌﾞﾛｯｸ3位 １４：００～

３．順位決定方法
①勝敗
②得失点差
③抽選 ：①②で決しなかった場合

：各チーム代表（主将または主将代行）によるくじ引き。
　　 ３本のくじを同時に引き、当たりのチームを１位とする。

４．審判
①各球場の帯同審判で試合を運営する。
②各球場の主審判（責任審判） 9胆沢野球場　：　　　　　　　水沢サンスポーツランド野球場　：　

水沢公園野球場　：　　　

５．特別ルール
①日没を考慮させて頂くため、試合予定時間早まる場合はご容赦してください。（選手インタバルは30分とする。）
②予選リーグでのサンスポーツ及び公園野球場は、ナイター設備が無い為、
　第３試合において、日没・小雨等で視界不良時は、５回終了時でゲームセットする。
③順位決定については、３、規程に準ずること。



一般財団法人 日本リトルシニア中学硬式野球協会東北連盟 

第２４回マツダボール旗争奪岩手県大会開催要項 

1. 名   称 第２４回マツダボール旗争奪岩手県大会 

2. 主   催 一般財団法人 日本リトルシニア中学硬式野球協会東北連盟 岩手県支部 

3. 主   管 一般財団法人 日本リトルシニア中学硬式野球協会東北連盟 岩手県支部 

4. 後   援 マツダボール株式会社 奥州市 奥州市教育員会 岩手日報社 盛岡タイムス社 

        胆江日日新聞社  

5. 協   賛 マツダボール株式会社  

6. 主管事務局 岩手県支部 事務局長 上小林 和則 

〒020-0122盛岡市みたけ 6-16-60 Eメール ch-shc8807@agate.plala.or.jp 

TEL019-643-6017/FAX 019-643-6018 携帯 090-3123-5993 

7. 期日および会場 平成２６年１１月１日(土）開会式 胆沢野球場  

          １１月２日（日）順位決定戦 予備日３日（月） 

※ １１月１日雨天時の場合は、胆沢野球場周辺で 

8. 会 場（予定）胆沢野球場・水沢サンスポーツランド・江刺中央運動公園野球場 

        前沢いきいきスポーツランド 

9. 参加チーム 岩手県支部９チーム 

10. 組 合 せ 別紙のとおり 

11. 競 技 規 則 (1)2014年公認野球規則並びに東北連盟大会運営要項、同特別競技規則及び本大会特

別競技規則による。 

(2)チーム編成 選手 25名、監督１名、ｺｰﾁ２名、ｽｺｱﾗｰ１名 計 29名以内 

12. 審 判 員 各チーム２名以上 

13. 表   彰 優勝・準優勝・第３位・個人賞 

14. 受   付 １１月１日(土) 7:00～ 胆沢野球場 

15. 審 判 会 議 １１月１日(土) 7:20～   〃  

16. 監 督 会 議 １１月１日(土) 7:30～   〃  

17. 事務局長会議 １１月１日(土) 7:30～   〃 

18. 女性部長会議 １１月１日(土) 7:30～   〃  

19. 開 会 式 １１月１日(土) 8:00～   〃 

20. 閉 会 式 １１月２日（日）16:00（予定）胆沢野球場 

21. 選 手 登 録 岩手県支部用（マツダボール旗大会用）を平成 26年１０月２０日（月）まで 

（可能な限り Eメールにて ch-shc8807@agate.plala.or.jp まで） 

22. 参 加 費 各チーム＠12,000円ボール代 8,000円大会受付時、岩手県支部事務局長 

        上小林 和則まで。 

 

23. 備   考 大会中の弁当（チーム帯同審判員含む。）は、各チームで手配のこと。大会関係役

員および連盟審判員は事務局で準備する。 



女性部会議連絡事項 

球場当番 

１１月１日（土） 

① 胆沢野球場       盛岡東チーム 第１試合勝ち場合はそのまま担当、盛岡北 

                   勝ちの場合は、球場当番を引継ぐ 

                     １位通過チームが引継ぐ 11/2 日胆沢球場担当 

 

② 水沢サンスポーツランド 盛岡南チーム 第１試合勝ち場合はそのまま担当、花巻 

                   勝ちの場合は、球場当番を引継ぐ 

                   ２位通過チームが引継ぐ 11/2 日サンスポ担当 

 

③ 水沢公園野球場     一関チーム  第１試合勝ち場合はそのまま担当、盛岡姫神 

                     勝ちの場合は、球場当番を引継ぐ 

                     ３位通過チームが引継ぐ 11/2 公園野球場担当 

 

１１月２日（日） 

① 胆沢野球場       予選リーグ戦１位通過チームが担当 

            第１試合勝ち場合はそのまま担当、第３試合勝ち進んだ 

            チームが球場当番を引継ぐ 

② 水沢サンスポーツランド 予選リーグ戦２位通過チームが担当 

            第１試合勝ち場合はそのまま担当、第３試合勝ち進んだ 

            チームが球場当番を引継ぐ 

③ 水沢公園野球場     予選リーグ戦３位通過チームが担当 

              第１試合勝ち場合はそのまま担当、第３試合勝ち進んだ 

                           チームが球場当番を引継ぐ 

 

※接待費用のお菓子・お茶・コーヒーは支部で準備します。 

 大会用お菓子・お茶・コーヒーは、そのまま引継ぐようにお願いします。 
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