
第１１回 埼玉県北部地区中学校軟式野球 新人交流試合 「フレッシュリーグ」要項

１ 目的
この数年、北部地区の野球の活性化も図られ、中体連の県大会においても好成績を収め

るようになってきました。昨年は、羽生東中が学校総合県大会で優勝し関東大会出場、さ
らに新人戦も県大会準優勝など、北部地区のレベルも向上してきています。
フレッシュリーグも今回で第１１回を迎え、さらに、多くの学校との交流試合をするこ

とで、指導者同士の親睦を深め、選手により多くの経験を与え、北部地区だけではなく、
埼玉県の野球のレベルを向上させることを目的とし開催します。

２ 主催 北部地区フレッシュリーグ実行委員会
実行委員長 斉藤嘉津行（本庄市立児玉中学校）
実行副委員長 恩田 工 （東松山市立南中学校）
実行委員 大里地区： 深須英昭 （深谷市立岡部中学校）

秩父地区： 小野仁士 （小鹿野町立小鹿野中学校）
本庄児玉地区： 丸山洋輔 （本庄市立本庄南中学校）

熊谷地区： 小林礼二 （熊谷市立三尻中学校）
北埼地区： 島野和典 （行田市立長野中学校）

事務局 熊谷地区： 根岸貴裕 （熊谷市立大里中学校）

３ 日時 平成２７年 ８月１日（土）、２日（日）

４ 会場
比企地区：中原球場、松山北中グラウンド、玉ノ岡中グラウンド、

菅谷中グラウンド、都幾川中グラウンド、鳩山中グラウンド
大里地区：幡羅中グラウンド、寄居中グラウンド、川本中グラウンド、

岡部中グラウンド、城南中グラウンド、上柴中グラウンド
秩父地区：秩父一中グラウンド、秩父二中グラウンド、皆野中グラウンド

本庄児玉地区 ：神川中グラウンド、本庄西中グラウンド、児玉中グラウンド、
美里中グラウンド、上里中グラウンド、上里北中グラウンド

熊谷地区：熊谷公園第３球場、三尻中グラウンド、大里中グラウンド、
熊谷東中グラウンド、荒川中グラウンド、別府中グラウンド、
妻沼東中グラウンド、大麻生中グラウンド、江南中グラウンド、
大幡中グラウンド

北埼地区：大利根中グラウンド、羽生南中グラウンド、加須東中グラウンド、
加須西中グラウンド、加須北中グラウンド等

５ 参加条件
①自チームのレベルの向上のため、相手チームから積極的に学ぼうとする意欲があること。
②身だしなみやマナーの良いチームであること。
③大会運営に協力的であること。
④原則として、２日間いずれも参加でき（北部地区外、県外参加校は１日でも可）、且つ、
顧問もしくは、保護者が主審をやっていただけること。

※実行委員会の方では、試合中の事故やケガ等の保証はできませんので、スポーツ安全保険
の賠償責任保険への加入をお勧めします。

※特に、上記の②③の条件に反した場合、次年度より参加を見送らせていただきます。

６ 参加費 １チーム２０００円（会場利用費、石灰代、等）
※参加費については、１日目１０００円、２日目１０００円をそれぞれの会場責任者に
お渡し下さい。必ず、領収書をもらって下さい。

７ 参加校（８８チーム）

（Ａランク）県大会レベルのチーム力
松山中、松山南中、滑川中、大利根中、羽生南中、大原中、大里中、熊谷富士見中、
三尻中、奈良中、深谷南中、幡羅中、神川中、秩父一中、蓮田黒浜中、鶴ヶ島富士見中、
久喜東中、菖蒲南中、伊奈小針中、上尾中、上尾大石中、藤岡東中、藤岡小野中

（Ｂランク）地区内標準レベルのチーム力
松山北中、玉川中、玉ノ岡中、菅谷中、小川西・東秩父中、加須昭和中、長野中、
行田忍中、羽生西中、別府・花園・豊里中、熊谷東中、熊谷荒川中、寄居中、深谷中、
川本中、岡部中、美里中、本庄南中、上里中、本庄西中、秩父二中、小鹿野中、皆野中、



白岡南中、杉戸広島中、上尾原市中、花の木中、吹上中、大井東中、日高高萩中、
春日部豊春中、玉村南中、前橋南橘中、藤岡西中、高崎中尾中

（Ｃランク）発展途上のチーム力
松山東中、川島西中、吉見中、都幾川中、鳩山中、加須東中、加須西中、加須北中、
羽生東中、開智未来中、玉井中、大麻生中、大幡中、妻沼東中、妻沼西中、江南中、
吉岡中、寄居城南中、上柴中、児玉中、上里北中、本庄東中、両神中、高篠中、影森中、
横瀬中、上尾南中、宮代百間中、伊勢崎四ツ葉学園中、伊勢崎赤堀中

８ 試合方法
・各会場４（３）チームで４（３）試合行います。
（基本パターン）会場責任者のチームをＡチームとし、他をＢ，Ｃ，Ｄチームとする。
〈４チームの場合〉

第１試合： Ａ × Ｂ （主審：Ｄチーム顧問、塁審：Ａ・Ｂチーム選手）
第２試合： Ｃ × Ｄ （主審：Ａチーム顧問、塁審：Ｃ・Ｄチーム選手）
第３試合： Ｂ × Ｄ （主審：Ｃチーム顧問、塁審：Ｂ・Ｄチーム選手）
第４試合： Ａ × Ｃ （主審：Ｂチーム顧問、塁審：Ａ・Ｃチーム選手）

〈３チームの場合〉
第１試合： Ａ × Ｂ （主審：Ｃチーム顧問、塁審：Ａ・Ｂチーム選手）
第２試合： Ｂ × Ｃ （主審：Ａチーム顧問、塁審：Ｂ・Ｃチーム選手）
第３試合： Ａ × Ｃ （主審：Ｂチーム顧問、塁審：Ａ・Ｃチーム選手）

９ 試合時間
〈４チームの場合〉

（第１試合） ８：３０～
（第２試合） 第１試合終了１５分後 （予）１０：１５～
（第３試合） 第２試合終了３０分後 （予）１２：１５～
（第４試合） 第３試合終了１５分後 （予）１４：００～

〈３チームの場合〉
（第１試合） ９：００～
（第２試合） 第１試合終了１５分後 （予）１０：４５～
（第３試合） 第２試合終了４５分後 （予）１３：００～

10 ルール等
①試合時間は１時間３０分とする。１時間３０分を超えて新しいイニングには入らない。
②攻守交代を素早く行い、不必要なタイムはかけないこと。
③相手を中傷するような声がけを行わないこと。
④投手のボークや妨害にいたるプレーに関しては、主審が注意をすること。
⑤対戦チーム同士の相談により、カウント１－１から開始したり、１アウトから開始した
りしても良しとする。

⑥試合終了後は、試合を行った両チームでグラウンド整備やライン引きを行うこと。

11 雨天判定 午前６：００に行います。参加チームの顧問の先生は、各会場の責任者と
連絡を取って下さい。雨天時、各会場のグラウンド状況により、中止、
実施になる場合がありますが、その辺はご了承願います。尚、予備日は
ありませんので延期はいたしません。

12 その他
①試合球については、試合ごとに各チーム２個ずつ出して下さい。
②当日の昼食は各チームで対応して下さい。各会場では用意いたしませんのでご了承下さ
い。また、引き上げる場合は、必ずゴミの確認を行い、持ち帰るようにして下さい。

③大型バスについては対応できない会場もありますので、バス移動を予定されているチームは、
会場責任者と連絡を取って下さい。

④試合当日の問い合わせについては、各会場責任者にお願いします。
⑤参加校は、他地区の学校との試合を設定しますので、会場提供校以外は、遠征をしてもらい
ますのでご理解下さい。

⑥大会二日目（８／２）に顧問対象の懇親会を開きますので、できるだけ参加の程をお願
いします。



13 組み合わせ

（８月１日）
試 合 会 場 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

東松山中原球場 松山南中 羽生南中 藤岡東中 熊谷富士見中
大利根中グラウンド 大利根中 松山中 上尾大石中 菖蒲南中
大里中グラウンド 大里中 滑川中 鶴ヶ島富士見中 蓮田黒浜中
熊谷公園第三球場 三尻中 深谷南中 藤岡小野中 伊奈小針中
幡羅中グラウンド 幡羅中 大原中 久喜東中 上尾中
神川中グラウンド 神川中 秩父一中 奈良中
松山北中グラウンド 松山北中 花の木中 杉戸広島中
玉ノ岡中グラウンド 玉ノ岡中 行田忍中 大井東中 小鹿野中
熊谷東中グラウンド 熊谷東中 玉川中 春日部豊春中 白岡南中
別府中グラウンド 別府・花園・豊里中 長野中 上尾原市中 本庄南中
寄居中グラウンド 寄居中 菅谷中 吹上中 秩父二中
岡部中グラウンド 岡部中 上里中 藤岡西中
美里中グラウンド 美里中 深谷中 高崎中尾中 加須昭和中
本庄西中グラウンド 本庄西中 川本中 前橋南橘中 羽生西中
皆野中グラウンド 皆野中 小川西・東秩父中 玉村南中 熊谷荒川中
都幾川中グラウンド 都幾川中 上柴中 影森中 本庄東中
加須東中グラウンド 加須東中 玉井中 宮代百間中
加須西中グラウンド 加須西中 妻沼西中 上里北中 松山東中
妻沼東中グラウンド 妻沼東中 開智未来中 伊勢崎赤堀中 吉見中
大麻生中グラウンド 大麻生中 羽生東中 横瀬中 川島西中
江南中グラウンド 江南中 加須北中 上尾南中 鳩山中
寄居城南中グラウンド 寄居城南中 吉岡中 両神中
児玉中グラウンド 児玉中 大幡中 四ツ葉学園中 高篠中

（８月２日）
試 合 会 場 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

東松山中原球場 松山南中 藤岡小野中 蓮田黒浜中 大利根中
秩父一中グラウンド 秩父一中 藤岡東中 大原中 松山中
羽生南中グラウンド 羽生南中 菖蒲南中 伊奈小針中 奈良中
三尻中グラウンド 三尻中 鶴ヶ島富士見中 久喜東中 神川中
大里中グラウンド 大里中 上尾中 深谷南中
幡羅中グラウンド 幡羅中 上尾大石中 熊谷富士見中
松山北中グラウンド 松山北中 玉村南中 熊谷東中 日高高萩中
菅谷中グラウンド 菅谷中 花の木中 長野中 皆野中
熊谷荒川中グラウンド 熊谷荒川中 杉戸広島中 羽生西中 深谷中
別府中グラウンド 別府・花園・豊里中 大井東中 加須昭和中 吹上中
川本中グラウンド 川本中 本庄南中 玉ノ岡中 春日部豊春中
岡部中グランド 岡部中 高崎中尾中 小鹿野中 上尾原市中
美里中グラウンド 美里中 白岡南中 行田忍中
上里中グラウンド 上里中 前橋南橘中 寄居中 小川西・東秩父中
秩父二中グラウンド 秩父二中 藤岡西中 玉川中 本庄西中
鳩山中グラウンド 鳩山中 宮代百間中 高篠中 妻沼西中
加須東中グラウンド 加須東中 松山東中 大麻生中 寄居城南中
加須北中グラウンド 加須北中 本庄東中 吉見中 吉岡中
妻沼東中グラウンド 妻沼東中 四ツ葉学園中 羽生東中
大幡中グラウンド 大幡中 横瀬中 都幾川中 開智未来中
上柴中グラウンド 上柴中 上尾南中 玉井中 両神中
上里北中グラウンド 上里北中 影森中 川島西中 江南中
児玉中グラウンド 児玉中 伊勢崎赤堀中 加須西中


