
 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年１２月 

宮城県リトルリーグ野球協会 



 

1 

 

 

～宮城県リトルリーグ協会会長 ご挨拶～ 

 

                 宮城県リトルリーグ野球協会もお陰様で創立 50 周年を迎えることが出来ました。 

これもひとえに皆様方のご厚情、ご支援の賜物と厚く御礼申し上げます。 

また仙台放送様、ミズノ株式会社様、株式会社楽天野球団様のお力添えのお陰と深 

く感謝申し上げます。 

 さて、この１０年間は宮城県リトルリーグ協会にとりましても様々な困難に見舞 

われた期間でありました。２０１１年３月の東日本大震災、特に沿岸地域では過去 

に例を見ない大津波に襲われ、仙台リーグ、名取リーグ、塩竃リーグ、気仙沼リー 

グではグラウンドや野球用具が津波によって失われました。 

また、家族や親戚が被災者となった子どもたちもおり、とても野球ができる状態ではありませんでした。しかし、全国

のリトルリーガーや関係者の皆様がこのような状況を憂慮し、励ましのお言葉をくださり、更には野球用具の寄贈、寄

付金などの多くのご支援をくださったことが今でも忘れられません。皆様のお陰で震災から 3か月後、子どもたちは再

びグラウンドに立ち、プレーすることが出来ました。子どもたちは大変な状況を乗り越え、２０１２年全国選抜大会で

は青葉リーグが全国優勝、インターミデェットでは２０１５年に宮城利府リーグが全国優勝しアジア大会に出場、２０

１３年には全日本選手権では宮城野リーグが全国準優勝するなど、素晴らしい結果を残しました。ところが今年２０２

０年、今度は新型コロナウイルスによりリーグの活動自粛、すべての全国大会が中止など、またもや大きな壁が立ちは

だかりました。しかし、皆様お一人お一人の感染対策により、少しずつ活動ができる状況になって参りました。今後も

新型コロナウイルス終息を信じつつ、出来うる限りの策を講じながら、子どもたちが安全で、そして元気にプレーでき

る環境作りに励んでいきたいと思います。 

 また、近年リトルリーグを取り巻く環境は大変厳しいものとなっております。少子化の影響やスポーツ種目の多様化

に伴い、いずれのリーグにおいても団員不足は深刻な問題かと思います。しかし、このような状況を打破すべく、各リ

ーグの指導者の方々、保護者の皆様の新しい生活様式に配慮した上での熱心な選手勧誘活動には頭が下がる思いです。

この５０周年という節目を機に、今一度原点に立ち返り、皆様とともに健全な青少年の育成に取り組んでいきたいと考

えております。そして、無限の可能性を秘めたリトルリーガーたちが、次世代を担う主役に成長していくサポートをし

て参ります。 

 最後になりますが、本来であれば宮城県リトルリーグ野球協会創立 50 周年を皆様とご一緒に祝いたいところではあ

りますが、新型コロナウイルスの影響で式典を開催できないことを大変残念に思っております。この状況が終息するこ

とを祈りつつ、次の５０年に向けて邁進して参りますので、何卒変わらぬご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し

上げます。 

 

 

 

 

 

 

宮城県リトルリーグ協会 

会長 我妻正敏 
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～宮城県リトルリーグ協会 理事長 ご挨拶～ 

 

 

                 師走の候、皆様におかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます 

 

宮城県リトルリーグ野球協会も今年で５０周年を迎えることができました 

 

これもひとえに関係各位皆様の、ご支援の賜物と感謝申し上げます。 

 

今年は全世界を巻き込んだ新型コロナウイルスの蔓延で東京オリンピックの延期 

 

プロアマ問わずスポーツ競技の規模縮小、中止といった中、我々リトルリーグも 

 

全国規模の大会がすべて中止になりました。 

 

未だ収束の見えない状況が続いておりますが、各リーグ、協会スタッフが一丸となり子供たちの安全安心を一番に考え 

 

ながら新たな一歩を踏み出してまいります。 

 

今までのご厚情に感謝申しあげますと共に、今後の協会活動におきましてもご厚誼賜りますようお願い申し上げ御礼 

 

の挨拶とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県リトルリーグ協会 

理事長 岩澤真一郎 
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～宮城県リトルリーグ協会 この10年の歩み(40周年～50周年)～ 

 

宮城県リトルリーグ協会 

副会長 安藤智春 

 

このたび、弊協会は５０周年を迎えることとなりました。 

先人の方々から事業活動を引き継いで、無事に５０周年を迎えることに関係者一同、「感謝と喜びと安堵」をかみしめて

います。 

これもひとえに、弊協会の活動にご理解賜わりご支援、ご協力頂いた賜物と厚く御礼申し上げます。 

 さて、この１０年を振り返ってみますと「過去に無い大きな災害、新型ウィルス」が発生して、その対応に追われた

期間であったと思います。 

２０１１年３月１１日に東日本大震災があり、経験したことのない被害が生じました。 

特に、沿岸部で活動していました「気仙沼リーグ」「石巻リーグ」「塩竃リーグ」「名取リーグ」は大津波の影響を受けて、

甚大な被害を受けました。幸いに所属選手の無事が確認されましたが、親族の方では被害に合い亡くなられた方もいら

っしゃいました。 

あらためて心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

震災後、「オール宮城」を掲げて全リーグが復興に向けて活動致しました。大会開催はもちろんのこと、練習球場が仮

設住宅に変わりリーグ専用球場もリーグによっては震災の影響で使用できない環境下で、協会、各リーグがそれぞれカ

バーをしながら活動できるように進めることができたこと今でも誇らしく、感動する出来事でした。 

今でも、当時の皆様の「復興する熱い想い」を思い出します。 

来年２０２１年は、震災から１０年の節目を迎えます。新型コロナ感染対策を徹底し、所属リーグの皆様にとって想

い出に残る大会、イベントを役員一同進めて行きたいと考えています。また６０周年に向けて新たな一歩を踏み出し、

更に発展できるように皆様と一緒に歩んで行きたいと思います。 
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～宮城県リトルリーグ協会 この10年の新たな取組、大会開催～ 

 

１ 「２０１３ ザバス杯 全国選抜大会」主管 

日時：２０１３年８月２３日～２５日 

場所：宮城県蔵王町・利府町 

＊震災から間もなく、県内の野球場使用できる所が少なく球場確保がかなり困難 な状況での開催でした。 

何とか会場を確保し、「震災支援の感謝・恩返し」を目的にスタッフ一同が心一つに取り組み、運営しました。 

   

※ミズノ社が販売した記念タオル 

 

※記念品部会（石巻、宮城利府担当）が販売したピンバッチ 

 

２ ２０１３年～ 楽天野球教室＆ティーボール大会実施 

日時：２０１３年１１月１７日 

場所：利府町中央公園野球場 

  震災後、選手激減に伴い協会として対策するべく 

「株式会社楽天野球団」へ相談し、快く協力を頂き 

楽天の野球教室・ティーボール大会の企画をスタート。 

  この年、東北楽天ゴールデンイーグルスが初の日本一になり、 

初開催となった野球教室＆ティーボール大会には宮城県内から 

２００名を超す子供たちが参加してくれました。 

また、より多くの子供達に案内するべく、宮城県教育委員会、 

仙台市教育委員会へ後援申請、許可され後援を受けて大々的に 

始動しました。 

 

３ ２０１４年～２０１７年 ラテンアメリカ選手権大会 選手代表派遣 

  ２０１３年宮城県スポーツ振興課より打診あり、色川冬馬氏が代表務める 

「TOMA DREAM SCHOOL」に毎年開催しているプエルトリコで、本大会に 

震災で甚大な被害を受けた東北の選手達を招致したいと連絡受け、 

その主旨に賛同し、宮城県リトルリーグ野球協会でセレクションの運営等 

を行い日本代表選手、指導者、役員の派遣、サポートを行いました。 

 

スタッフTシャツデザイン 
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４ タイ バンコクサンダース交流試合開催、運営 

  ２０１６年６月「TOMA DREAM SCHOOL」より打診を受けて、タイのリトルリーグチーム『バンコクサンダース』の

強化合宿の来日に伴い交流試合を２日間開催。 

対戦リーグは仙台青葉リーグ・仙台東リーグ・宮城利府リーグ。初日は仙台市民球場でナイター開催、翌日は楽天

２軍グランドで開催し国際交流を深めました。 

   

 

５ ＭＬＢ ＣＵＰ全国大会 運営 

  ２０１３年１２月にリトルリーグ東北連盟より、２０１５年の夏からＭＬＢジャパン主催のマイナー全国大会を石

巻市民球場中心に開催を検討しており、主管が可能か打診を受ける。予定では１６リーグのトーナメント大会４球

場で開催予定とのこと。 

  石巻市民球場は、アメリカ軍の「トモダチ支援」に使用され、その後も使用できる状況では無かったが、ＭＬＢが

野球をできるように球場を震災支援で、人口芝に張替え球場を整備した経緯がありました。 

  協会として、「震災支援の恩返し」「マイナー選手の夢の舞台」を掲げて、主管協力をすることを決定し現在のマイ

ナー選手たちの憧れる大会に成長しました。 

 

    

※２０１５年６月にはテストマッチが開催され、元メジャーリーガーのランディ・ジョンソン氏らが来石。 

    

※２０１６年７月『第１回大会風景』 
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～宮城県リトルリーグ協会 この10年の所属リーグ・チーム一覧～ 

 

NO リーグ名 所属チーム 備考 

1 気仙沼リーグ 気仙沼シーホークス 気仙沼ベイスターズ 廃部 

2 泉リーグ （泉フレンズ） 仙台黒松リーグに統合 

3 塩竈リーグ 塩竈ドラゴンズ （石巻ハンドレッズ）  

4 仙台東リーグ 
北六バッファローズ 原町レッドアローズ 鶴ケ谷 

ファイターズ （黒松フレンズ） 
 

5 仙台中央リーグ 
（荒町タイガース） 片平レッドホークス 榴岡ホワイト 

仙台スワローズ 東二ジャガーズ 
 

6 宮城野リーグ 宮城野ブッシャーズ （東新ヤンキース）  

7 仙台リーグ 若林フォルコン （西多賀大東）  

8 仙台西リーグ （西多賀大東） 仙台リーグに統合 

9 宮城蔵王リーグ 柴田ホワイトベアーズ 廃部 

10 石巻リーグ （石巻ハンドレッズ） 塩竈リーグに統合 

11 宮城利府リーグ 利府ユニオン  

12 仙台青葉リーグ 折立スパローズ  

13 泉東リーグ 泉ウィンズ 廃部 

14 泉杜リーグ 泉杜ゴールデンイーグルス 廃部 

15 名取リーグ 名取ジェッツ 廃部 

16 仙台黒松リーグ 黒松フレンズ （泉フレンズ）  

17 仙台広瀬リーグ 荒町タイガース  

18 仙台港リーグ 東新ヤンキース 廃部 
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塩竈リーグ 塩竈ドラゴンズ・石巻ハンドレッズ 

創立 1971年4月 会長 佐藤光輝 監督 鈴木和人 事務局長 芳賀恭平 

 

 

 

塩竃ドラゴンズは、塩竈市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町の小学生を中心に活動している、全日本 

 

リトル野球協会東北連盟宮城県塩竈リーグに所属する硬式野球チームです。創立は昭和 46年(1971年)と 

 

古く、今年で 49年の歴史を刻みました。 

 

これまでに全国大会出場 5回を誇り、過去最高成績が全国第 3位の実績があります。 

 

歴史と実績があるとは言え、最初から優れた選手がいる訳ではありません。練習を繰り返す事で、自然 

 

に技術が身に付くトレーニング方法を取り入れ監督を中心に経験豊富な指導陣が親切丁寧な指導を 

 

行っています。 
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仙台東リーグ 北六バッファローズ 

創 立 １９７２年 会長 中沢幸男 監督 阿部俊典 事務局長 稲田直樹 

 

 

 

北六バッファローズは 1972年に創設（仙台東リトルリーグ は 1971年に創設）され、まもなく５０周 

年を迎える伝統あるチームです。 

日本のリトルリーグ野球は「硬式野球を通じて強健な体力と協調の精神を養成、規律正しい明朗な社 

会人を育成し、少年の国際親善・友愛精神を深める」ことを目的に始まりました。これを基本に当チー 

ムは様々な人達の協力を得ながら、指導部、父母会、役員が三位一体となって、選手ファーストをモッ

トーに活動しています。 

２００２年と２００４年には、仙台東リーグは基より、東北連盟そして東北野球界全体の悲願であっ 

た全日本選手権大会で優勝を成し遂げ、アジア大会、米国での世界選手権大会（リトルリーグ・ワール 

ドシリーズ）に出場しました。 

その他２０１２年に全国選手権大会 3位、２０１６年同大会準優勝、２０１８年 KTA CUPリトルリーグ・ 

チャンピオンシップ全国大会準優勝と言ったように、全国的にも数々の実績を残してきました。 

それらを成し遂げてきたチームの雰囲気を知っていただくためにも是非一度グランドにお越しいた 

だき、練習をご覧いただければと思います。 

私たちのチームは、興味を持っていただいた皆さんを、いつでも温かく歓迎いたします。 
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仙台リーグ 若林フォルコン 

創 立 １９７３年4月 会長 但馬啓司 監督 青山 茂 事務局長 阿部嘉貴 

 

 

 

仙台リーグ・若林フォルコンは、野球の楽しさ、厳しさからチームワークの大切さを学び、さらには 

各チームの子供たちとの交流を通じて青少年健全育成を達成することを理念に活動を続けております。 

当チームは、今年でチーム創設６０周年を迎えますが、軟式野球のころから活動を行っており、宮城県 

リトルリーグ野球協会発足と同時にリトルリーグ組織に加盟しました。 

この５０年の間に何度か全国大会にも出場しており、近年では２０１１年に全国選抜大会 3位、２０ 

１２年に全日本選手権東北大会３位・全国選抜東北大会３位という成績を収めることができました。 

創立以来、加藤旭名誉顧問の熱心な指導のもと、卒団していったＯＢたちは今や立派な社会人として 

成長し、すでに当チームを卒団した OBの子供たちがたくさん、二世のリトルリーガーとして入団し活 

躍しております。 

この様な環境を作ってくださる宮城県リトルリーグ野球協会に感謝しつつ、当チームは今後も活動を 

続けてまいります。 
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宮城野リーグ 宮城野ブッシャーズ 

創立 1977年 会長 秋葉賢也 監督 菊田信 事務局長 小野 徹 
 

 

宮城野リーグ・宮城野ブッシャーズは仙台市宮城野区に本拠地を置くリトルリーグチームです。 

 

大変歴史あるチームで、２０１７年に創立４０周年を迎えました。 

 

小学校低学年～中学１年生までの子どもたちが「強い心と体作り」そして「全国大会への出場」を目 

 

指して日々練習に励んでいます。 

 

硬式野球を通じて子供たちの健全な心身を育成し、チームワークから共同生活や友情の精神を学ぶ 

 

ことを目的として活動しています。 

 

「元気一杯・力一杯・精一杯」 

 

をモットーに指導者・選手・保護者が一丸（三位一体）となって勝利を目指します。 
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宮城利府リーグ 利府ユニオン 

創立 1990年3月 会長 郷右近隆夫 監督 郷家聖恵 事務局長 伊藤将紀 

 

 

 

 宮城県協会５０周年おめでとうございます。日頃はリトルリーグ活動に温かいご指導・ご協力をいた 

だき厚く御礼申し上げます。 

当団、宮城利府リーグ・利府ユニオンも今年で結成３０周年となりました。 

宮城県リトルリーグ協会も当団もアニバサリーイヤーを盛り上げるべくいろいろと企画をしておりま 

したが、新型コロナウイルスの世界的大流行により、満足出来る活動が行えず不完全燃焼なシーズンを 

過ごしました。 

 ニューノーマル・ウィズコロナなどの言葉を見聞きする機会が増え、リトルリーグ活動も変革の時期 

である事を実感しております。 

 

宮城県協会の５１年目と当団の３１年目をしっかりと歩み、未来ある子供達へしっかりとバトンを受け 

渡したいと思います。 

 

利府ユニオンは【選手・保護者・指導部】が三位一体となり、野球を通じて心身の健全なる発達と 

チームワークをモットーに監督、コーチの指導のもと練習を重ねております。 

 ３０年の歴史の中でたくさんのＯＢ・ＯＧを送り出し、リトルシニア・高校野球、野球以外の分野で 

も沢山の先輩方がご活躍されています、高校野球秋季大会では１年生ながら先輩たちはメンバー入りし、 

多くの刺激と夢を子供たちにあたえてもらっています。 

 今後も郷家監督のもと『利府から世界へ』を目指して、子供達と一緒に健全なスポーツ活動を行って 

なってまいります。 

 宮城利府リーグ・利府ユニオンの活動に今後とも、ご指導及びご鞭撻を宜しくお願い致します。 
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仙台青葉リーグ 折立スパローズ 

創立 ２００２年 会長 西澤啓文 監督 髙梨道明 事務局長 三浦明美 

 

 

 

折立スパローズは、昭和４６年２月、当時折立小学校の教員が地域の子供達に野球を通して、色々な 

ことを教えていきたいと言う事で誕生しました。 

グランドは広瀬川浄化センタ―・多目的グランドで、メジャー・マイナー専用のグランドが 2 面有り、

東北大会、全国大会出場を目標に、日々、汗を流し練習に取り組んでおります。 

地域、ＯＢの皆様のご支援、宮城県リトルリーグ協会に感謝し、今後も活動を続けて参ります。 

 

【略歴】 

・昭和４６年２月発足 

・平成 20年全日本選手権全国大会初出場      ・平成２５年全国選抜大会初出場・初優勝(全国 

制覇！) 

・平成２６年全日本選手権全国大会出場・第３位   ・平成３０年全日本選手権全国大会出場 

・平成３０年ＫＴＡカップ全国大会出場       ・令和１年全日本選手権全国大会出場 

 

【指導方針】 

（メジャー）目先にこだわらず、将来を見据えた選手一人一人の能力あった指導。 

（マイナー）ボールに触れて野球の楽しさを親子で経験し、礼儀正しく元気良く挨拶出来るように指導。 
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仙台黒松リーグ 黒松フレンズ・泉フレンズ 

創立 ２０１３年9月 会長 土肥清人 監督 高橋治樹 事務局長 加藤麻由美 

 

 

 

黒松フレンズは１９７７年に創立され２０１３年に仙台東リーグより独立し、現在仙台黒松リーグと 

して活動しております。 

『礼儀を大切に､道具を大切に、感謝の気持ちを忘れずに』という精神のもと日々楽しく野球に取り組ん 

でいます。 

 仙台東リーグ時には２００２年に世界大会 準優勝､2011年に全国大会ベスト８。 

 

仙台黒松リーグとしても２０１８年､２０１９年２年連続でMLB CUP全国ベスト８という輝かしい成績 

を収めております。 

 活動は仙台市泉区のホームグラウンド毎週末行っており現在小学１年生～６年生までの選手が２０ 

名在籍しております。経験豊富な指導陣が学年､個人のレベルに合った指導を行っております。 今後も 

世界大会優勝を目標に活動してまいります。 
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仙台広瀬リーグ 荒町タイガース 

創立 ２０１３年9月 会長 渡辺 拓 監督 野田健一 事務局長 寺崎航平 

 

 

 

荒町タイガースは、昭和４５年（１９７０年）に創立され、平成２５年９月より「仙台広瀬リトルリ 

ーグ・荒町タイガース」として活動をしております。 

虎のような勇ましさをこころに持ったチームでありたいという願いを込めたチーム名のように、一人 

一人が自分で考え、みんなで成長をしていくたくましいチームです。 

 

＜指導方針＞ 

 厳しさの中で楽しい野球が出来る事。 

 結果だけにこだわらず野球の基本と小中学生としてのマナー知識を合わせ学ぶ場である事。 

 自主的に準備し、自主的にプレーをする事。 

 

また、日頃の活動の中では、父母の送迎・お茶などの当番はございません。野球をするのは子供達で 

すので、ご父母の皆さんの負担を無くせるような運営を心掛けております。 

 

 ※詳しい内容につきましては、是非ホームページをご覧ください。 
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～宮城県リトルリーグ野球協会 役員・理事・審判部（2020年現在）～ 

 

役職 名前 役職・所属 名前 備考 

名誉会長 稲木 甲二（仙台放送） 理 事 長 岩澤 真一郎  

顧  問 金子  剛（仙台放送） 副理事長兼女性部部長 鶴田 真弓  

顧  問 頴川 弘俊（仙台放送） 事務局長 浅野 修一  

監  査 亀山 和也（仙台放送） 運営委員長 梅田 元雄  

名誉会長 小林 靖俊 運営副委員長 藤 田勝彦  

会  長 我妻 正敏 Ｔボール事務局長 小堀 裕史  

副 会 長 安藤 智春 Ｔボール副事務局長 芳賀 恭平  

顧  問 佐藤 光樹 会計部長 高橋 隆一  

顧  問 中沢 幸男 女性部部長 加藤 麻由美  

顧  問 秋葉 賢也 女性部副部長 清野 和美  

顧  問 山本  昇 女性部長補佐 大岩 よし江  

顧  問 郷右近 隆夫 監  事 沼田 幸男  

顧  問 西澤 啓文 総務幹事 稲田 直樹（仙台東）  

顧  問 土肥 清人 運営幹事 小野 徹（宮城野）  

顧  問 渡辺 拓 広報幹事 伊藤 将紀（宮城利府）  

 

審判部紹介(仙台、塩竈含む) 
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宮城県リトルリーグ協会この 10年主な公式戦大会リザルト 

 

 2010年～011年シーズン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011年

(平成23年)

優勝

準優勝

Ａブロック　仙台リーグ

Ｂブロック　仙台青葉リーグ

優勝

準優勝

優勝 仙台リーグ

準優勝 仙台東リーグ

優勝 西多賀大東

準優勝 宮城野ブッシャーズ

優勝 宮城野リーグ

準優勝 仙台東リーグ

優勝 仙台東リーグ

準優勝 山形リーグ

優勝 仙台リーグ

準優勝 磐城リーグ

優勝 浜松南リーグ

準優勝 瀬谷リーグ

優勝 藤沢リーグ

準優勝 逗子リーグ

※震災の為、中止

①泉リーグ ②泉杜リーグ

③仙台中央リーグ ④仙台東リーグ

仙台放送杯春季宮城県大会

全日本選手権宮城県大会

全国選抜宮城県大会

宮城県・岩手県震災復興大会

優勝

全国選抜

ミズノカップ秋季宮城県大会

宮城県協会会長杯マイナー大会

全日本選手権東北連盟大会

全国選抜東北連盟大会

全日本選手権
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 2011年～2012年シーズン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012年

(平成24年)

優勝 仙台東リーグA

準優勝 宮城利府リーグ

Ａブロック　仙台リーグ

Ｂブロック　仙台青葉リーグ

優勝 仙台東リーグ

準優勝 宮城野リーグ

優勝 仙台青葉リーグ

準優勝 仙台リーグ

優勝 折立スパローズ

準優勝 北六バッファローズ

優勝 仙台東リーグA

準優勝 仙台リーグ

優勝 仙台東リーグ

準優勝 いわき平リーグ

優勝 仙台青葉リーグ

準優勝 仙台西リーグ

優勝 東京北砂リーグ

準優勝 松阪リーグ

優勝 仙台青葉リーグ

準優勝 熊本中央リーグ

全国選抜東北連盟大会

全日本選手権

全国選抜

仙台放送杯春季宮城県大会

全日本選手権宮城県大会

全国選抜宮城県大会

ミズノカップ秋季宮城県大会

宮城県協会会長杯マイナー大会

全日本選手権東北連盟大会

宮城県・岩手県震災復興大会

優勝
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 2012年～2013年シーズン 

 

 

 

 

2013年

(平成25年)

優勝 宮城野リーグA

準優勝 宮城利府リーグ

優勝 Aブロック：仙台広瀬リーグ　Bブロック：宮城利府リーグ

準優勝 Aブロック：仙台中央・泉東合同　Bブロック盛岡南リーグ

優勝 宮城野リーグ

準優勝 仙台青葉リーグ

優勝 仙台東リーグ

準優勝 仙台リーグ

優勝 利府ユニオン

準優勝 西多賀大東

優勝 仙台東リーグB

準優勝 仙台西リーグ

優勝 仙台東リーグ

準優勝 泉・仙台連合

優勝 仙台青葉リーグ

準優勝 宮城野リーグ

優勝 北上リーグ

準優勝 盛岡西リーグ

優勝 宮城利府リーグ

準優勝

優勝 武蔵府中リーグ

準優勝 宮城野リーグ

優勝 えひめ港南リーグ

準優勝 長崎北リーグ

優勝 泉佐野リーグ

準優勝 ひたちなかリーグ

仙台放送杯春季宮城県大会

宮城県・岩手県震災復興大会（決勝は2014年4月開催）

インターミディエット全日本選手権

全日本選手権宮城県大会

全国選抜宮城県大会

ミズノカップ秋季宮城県大会

宮城県協会会長杯マイナー大会

全日本選手権東北連盟大会

ティーボール宮城県大会

全国選抜東北連盟大会

インターミディエット全日本選手権東北連盟大会

全日本選手権

全国選抜（宮城県開催）
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 2013年～2014年シーズン 

 

 

 

 

 

 

2014年

(平成26年)

優勝 仙台リーグ

準優勝 宮城利府リーグ

優勝 仙台東リーグ

準優勝 仙台リーグ

優勝 仙台青葉リーグ

準優勝 仙台リーグ

優勝 若林フォルコン

準優勝 塩竈ドラゴンズ

優勝 仙台東リーグ

準優勝 宮城野リーグ

優勝 仙台広瀬リーグ

準優勝 仙台東リーグ

優勝 白河リーグ

準優勝 宮城利府リーグ

優勝 仙台リーグ

準優勝 仙台東リーグ

優勝 東京北砂リーグ

準優勝 豊中リーグ

優勝 岡崎リーグ

準優勝 仙台リーグ

優勝 泉佐野リーグ

準優勝 昭島リーグ

優勝 寒小スラッカーズ

準優勝 荒町タイガース

全国選抜

インターミディエット全日本選手権

ティーボール選手権

全日本選手権宮城県大会

仙台放送杯春季宮城県大会

全国選抜宮城県大会

ティーボール宮城県大会

ミズノカップ秋季宮城県大会

宮城県協会会長杯マイナー大会

全日本選手権東北連盟大会

全国選抜東北連盟大会

全日本選手権
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 2014年～2015年シーズン 

 

2015年

(平成27年)

優勝 仙台広瀬リーグ

準優勝 仙台リーグ

優勝 塩竈リーグ

準優勝 仙台黒松リーグ

優勝 仙台広瀬リーグ

準優勝 宮城利府リーグ

優勝 黒松フレンズ・西多賀大東・泉ウィンズ連合

準優勝
北六バッファローズ・鶴ヶ谷ファイターズ・原町レッドア

ローズ連合

優勝 仙台・泉連合

準優勝 仙台東・宮城野・泉東連合

優勝 仙台広瀬リーグ

準優勝 仙台東リーグ

優勝 仙台東リーグ

準優勝 宮床こばと・富谷エッグス連合

優勝 白河リーグ

準優勝 塩竈リーグ

優勝 仙台広瀬リーグ

準優勝 福島リーグ

優勝 (宮城利府リーグ)

準優勝

優勝 東京北砂リーグ

準優勝 八王子リーグ

優勝 武蔵府中リーグ

準優勝 仙台広瀬リーグ

優勝 宮城利府リーグ

準優勝 貝塚リーグ

優勝 韓国

準優勝 日本（宮城利府リーグ）

優勝 鶴の原ヤングノーブルズ

準優勝 北六バッファローズJr

宮城県協会会長杯マイナー大会

仙台放送杯春季宮城県大会

全日本選手権宮城県大会

全国選抜宮城県大会

ミズノカップ秋季宮城県大会

5年生大会(MLBCUPテストマッチ)

インターミディエット全日本選手権

ティーボール選手権

インターミディエットアジアパシフィック大会

ティーボール宮城県大会

全日本選手権東北連盟大会

全国選抜東北連盟大会

インターミディエット全日本選手権東北連盟大会

全日本選手権

全国選抜
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 2015年～2016年シーズン 

 

 

2016年

(平成28年)

優勝 仙台東リーグ

準優勝 仙台広瀬リーグ

優勝 仙台東リーグ

準優勝 仙台青葉リーグ

優勝 仙台広瀬リーグ

準優勝 宮城野リーグ

優勝 荒町タイガース

準優勝 利府ユニオン

優勝 仙台東リーグ

準優勝 仙台広瀬リーグ

優勝 仙台広瀬リーグ

準優勝 仙台東リーグ

優勝 仙台東リーグ

準優勝 青森弘前リーグ

優勝 宮城野リーグ

準優勝 福島リーグ

優勝 宮城利府・塩竈連合

準優勝 仙台黒松リーグ

優勝 調布リーグ

準優勝 仙台東リーグ

優勝 平塚リーグ

準優勝 加古川リーグ

優勝 貝塚リーグ

準優勝 九十九里リーグ

優勝 武蔵府中リーグ

準優勝 仙台東リーグ

優勝 東京世田谷ボーイズ

準優勝 天童南部小リトルファイターズ

春季宮城県大会(現仙台放送杯)

全国選抜

インターミディエット全日本選手権

ティーボール選手権

MLB CUP

全日本選手権宮城県大会

全国選抜宮城県大会

秋季宮城県大会(現ミズノカップ)

MLB CUP 宮城県大会

ティーボール宮城県大会

全国選抜東北連盟大会

インターミディエット全日本選手権東北連盟大会

全日本選手権

全日本選手権東北連盟大会
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 2016年～2017年シーズン 

 

 

2017年

(平成29年)

優勝 仙台広瀬リーグ

準優勝 仙台東リーグ

優勝 宮城利府リーグ

準優勝 仙台広瀬リーグ

優勝 宮城利府リーグ

準優勝 仙台東リーグ

優勝 荒町タイガース

準優勝 宮城野ブッシャーズ

優勝 仙台広瀬リーグ

準優勝 仙台リーグ

優勝 仙台黒松リーグ

準優勝 仙台広瀬リーグ

優勝 仙台広瀬リーグ

準優勝 八戸リーグ

優勝 宮城利府リーグ

準優勝 白河リーグ

優勝 塩竈リーグ

準優勝 大船渡リーグ

優勝 東京北砂リーグ

準優勝 千葉市リーグ

優勝 川口リーグ

準優勝 宮城利府リーグ

優勝 昭島リーグ

準優勝 九十九里リーグ

優勝 武蔵府中リーグ

準優勝 稲城リーグ

優勝 東京世田谷ボーイズ

準優勝 所沢少年ティーボールクラブ

ティーボール宮城県大会

仙台放送杯春季宮城県大会

全日本選手権宮城県大会

全国選抜宮城県大会

ミズノカップ秋季宮城県大会

MLB CUP 宮城県大会

MLB CUP

ティーボール選手権

全日本選手権東北連盟大会

全国選抜東北連盟大会

インターミディエット全日本選手権東北連盟大会

全日本選手権

全国選抜

インターミディエット全日本選手権
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 2017年～2018年シーズン 

 

2018年

(平成30年)

優勝 仙台青葉リーグ

準優勝 仙台広瀬リーグ

優勝 仙台広瀬リーグ

準優勝 仙台東リーグ

優勝 宮城野リーグ

準優勝 仙台東リーグ

優勝 北六バッファローズ

準優勝 荒町タイガース

優勝 仙台青葉リーグ

準優勝 仙台東リーグ

優勝 仙台広瀬リーグ

準優勝 仙台黒松リーグ

優勝 仙台広瀬リーグ

準優勝 仙台東リーグ

優勝 仙台広瀬リーグ

準優勝 仙台青葉リーグ

優勝 仙台東リーグ

準優勝 白河リーグ

優勝 仙台東リーグ

準優勝 仙台青葉リーグ

優勝 川口リーグ

準優勝 長崎南リーグ

優勝 武蔵府中リーグ

準優勝 浜松南リーグ

優勝 泉佐野リーグ

準優勝 多摩連合

優勝 越谷リーグ

準優勝 武蔵府中リーグ

優勝 神戸スポーツ少年団

準優勝 託麻フェニックス少年野球クラブ

MLB CUP 宮城県大会

仙台放送杯春季宮城県大会

全日本選手権宮城県大会

全国選抜宮城県大会

ミズノカップ秋季宮城県大会

6年生・5年生宮城県大会

インターミディエット全日本選手権

MLB CUP

ティーボール選手権

ティーボール宮城県大会

全日本選手権東北連盟大会

全国選抜東北連盟大会

6年生・5年生東北連盟大会

全日本選手権

全国選抜
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 2018年～2019年シーズン 

 

2019年
(平成31年/令和元年)

優勝 仙台東リーグ

準優勝 仙台青葉リーグA

優勝 仙台青葉リーグ

準優勝 仙台広瀬リーグ

優勝 仙台リーグ

準優勝 仙台青葉リーグ

優勝 宮城野ブッシャーズ

準優勝 折立スパローズ

優勝 仙台青葉リーグ

準優勝 宮城野リーグ

優勝 仙台広瀬リーグ

準優勝 仙台黒松リーグ

優勝 宮城利府リーグ

準優勝 仙台東リーグ

優勝 仙台東リーグ

準優勝 仙台青葉リーグ

優勝 仙台リーグ

準優勝 仙台広瀬リーグ

優勝 仙台東リーグ

準優勝 青森弘前リーグ

優勝 仙台東・仙台広瀬連合

準優勝 宮城利府・塩竈・仙台黒松連合

優勝 調布リーグ

準優勝 牛久リーグ

優勝 武蔵府中リーグ

準優勝 大宮東リーグ

優勝 松本連合

準優勝 稲城リーグ

優勝 東京日野リーグ

準優勝 東京中野リーグ

優勝 神戸スポーツ少年団

準優勝 愛甲小ソフトボールクラブ

MLB CUP 宮城県大会

仙台放送杯春季宮城県大会

全日本選手権宮城県大会

全国選抜宮城県大会

ミズノカップ秋季宮城県大会

東日本選手権宮城県大会

全国選抜

インターミディエット全日本選手権

MLB CUP

ティーボール選手権

ティーボール宮城県大会

全日本選手権東北連盟大会

全国選抜東北連盟大会

東日本選手権東北連盟大会

インターミディエット全日本選手権東北連盟大会

全日本選手権
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 2019年～2020年シーズン 

 

2020年

(令和2年)

優勝 宮城野リーグ

準優勝 仙台青葉リーグ

優勝

準優勝

優勝
A:荒町タイガース

B:折立スパローズ

準優勝
A:宮城野ブッシャーズ

B:利府ユニオン

優勝 仙台黒松リーグ

準優勝 仙台広瀬リーグ

優勝

準優勝

優勝

準優勝

優勝

準優勝

優勝

準優勝

優勝

準優勝

優勝

準優勝

優勝

準優勝

優勝

準優勝

優勝

準優勝

優勝

準優勝

優勝

準優勝

優勝

準優勝
※新型コロナウイルスの為、中止

※新型コロナウイルスの為、中止

岩手A:盛岡南リーグ、岩手B:仙台黒松リーグ

宮城A:仙台・仙台東連合、宮城B:宮城野リーグ

宮城A:仙台広瀬リーグ、宮城B:仙台青葉リーグ

青森:八戸・八戸中央連合

※新型コロナウイルスの為、中止

※新型コロナウイルスの為、中止

※新型コロナウイルスの為、中止

インターミディエット全日本選手権東北連盟大会

2020メジャー東北連盟記念大会

全日本選手権東北連盟大会

ティーボール宮城県大会

MLB CUP 宮城県大会

ティーボール選手権

MLB CUP

インターミディエット全日本選手権

全国選抜

全日本選手権

※新型コロナウイルスの為、中止

※新型コロナウイルスの為、中止

ミズノカップ秋季宮城県大会

全日本選手権宮城県大会

仙台放送杯

2020 5年生・4年生東北連盟記念大会

※東北連盟大会から開催

※新型コロナウイルスの為、中止

※新型コロナウイルスの為、中止

※新型コロナウイルスの為、中止

東日本選手権宮城県大会

6年生・5年生宮城県大会
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宮城県協会この 10年功労者一覧 

 

 

 

所属 表彰理由

感謝状 株式会社仙台放送 長きにわたり東北連盟、宮城県のリトルリーグ野球の普及活動に尽力されている。

感謝状 株式会社ミズノ 長年にわたり、ミズノカップ野球大会の支援をいただき、リトルリーグ野球の普及活動をる

感謝状 株式会社楽天野球団
全日本選手権、全国選抜大会の連盟大会への支援、野球普及のための野球教室、体験会開催に多大な

る協力、支援をいただいている

特別功労賞 小林　靖俊 長年にわたり東北連盟、宮城県協会のリトルリーグの繁栄に寄与された。

特別賞 仙台青菜リーグ 2012年に全国選抜大会(千葉)に宮城県、東北連盟代表として出場し、全国優勝を果たした。

特別賞 宮城利府リーグ
2015年全日本選手権インターミディエットに出場し、全国優勝を収め日本代表としてアジアパシ

フィック大会に出場し、アジア準優勝を成し遂げた

審判部 審判部 千葉　薫

2011年以降宮城県審判部員として積極的に参加し活動したこと。また、県審判部の副部長として各種

大会の審判要請を行い審判員の確保に尽力し試合運営に貢献したこと及び、東北連盟審判部技術副委

員長として各リーグ審判員の指導を行い県審判部員の審判技術向上に貢献したこと。その他、東北連

盟の代表として各種の全国大会に参加し宮城県審判部の地位を高めたことにより功労者として推薦い

たします。

仙台リーグ 仙台リーグ 青山　茂 長年、当リーグ監督として携わり、リトルリーグ野球の発展に大きく貢献していただいたため。

坂口　正二

２００９年（平成２１年）８月，地域の方の依頼を快く引き受け，仙台中央リーグの片平レッドホー

クスのコーチに就任。３年後の２０１２年（平成２４年）８月に監督になる。団員の減少により，リ

トルリーグ協会を休部中の現在もチーム再建に向けて軟式野球で指導を継続している。子供たち一人

一人とコミュニケーションを図り，保護者や役員，関係者からの信頼も厚い。

熊谷　祐子

２０１０年（平成２２年）４月に長男を片平レッドホークスに入団させる。チームが休部中の２０１

８年（平成３０年）７月には次男を入団させ，役員とともに保護者としてチーム再建に積極的に取り

組む。入団に向けた広報活動も行い，その結果，チームとして練習できる環境が整ってきている。ま

た指導者の負担軽減を図るため，卒団した長男とその友人に声掛けし，指導体制の充実に協力した。

さらに常に事務局と連携し，グラウンドの確保やチーム運営にも務めている。

泉リーグ 泉リーグ 加藤 昌視 長年に渡り監督として子供達の指導に当たりチーム運営も行ってきたこと。

菊田　善信

菊田善信氏は，宮城野ブッシャーズならびに宮城野リーグの監督として、チーム，リーグ活動をとお

し，野球に関わる技術的な指導のみならず、常に子供たちと向き合い，精神面での成長を促しなが

ら，子供たちの将来を見据えた指導に尽力いただき，多くの子供たちの育成ならびにチーム，リーグ

の継続的な繁栄に多大に貢献いただきました。

つきましては，宮城野リーグといたしまして，菊田善信氏を功労者として推薦いたします。

藤原　英雄

藤原英雄氏は，宮城野リーグの創設に尽力いただき，現在は顧問として，永年に渡りリーグ活動をお

支えいただいております。

リーグ活動時には，常にグラウンドへお越しいただき， 子供たちを温かく見守っていただくととも

に，合間を見て，グラウンドの環境整備に力を注がれ，子供たちが，野球ができるよりよい環境作り

に尽力いただき，リーグ関係者一同，感謝の意を持っております。

つきましては，宮城野リーグといたしまして，藤原英雄氏を功労者として推薦いたします。

早坂　和宏

早坂氏は、当リーグの悲願であった全日本選手権制覇を２００２年・２００４年にかけて成し遂げ、

世界で戦える力を持ったチームを、ここ東北地方で作りあげた立役者であります。その後も数々の素

晴らしい成績を残され、当リーグが東北を代表するリーグの１つとして、全国に名を知らしめるまで

に至りました。その功績を讃え、ここに５０周年記念の功労者として推薦いたします。

大内　孝吉

大内氏は、当リーグの審判部として努められ、公正なジャッジと選手たちへの熱い指導を通して、子

供たちの健全育成に長年努められました。２０１６年からは当リーグの審判部長として現在も現役の

審判部として活躍され、後進の審判員指導もしておられます。これら長年に渡るチーム及び宮城県リ

トルリーグ野球協会への貢献を讃え、ここに５０周年記念の功労者として推薦いたします。

平沢　大河 2015年度NPBドラフト会議にて1位指名で千葉ロッテマリーンズへ入団したため

馬場　皐輔 2017年度NPBドラフト会議にて1位指名で阪神タイガースへ入団したため

郷家　聖恵

メジャーを率いて１０年以上を経過し全国・アジア大会へ導いた実績もありますし、教え子たちが成

長した今は現役選手の為に時間があれば球場へ足を運びます、それも偏に郷家監督の人徳があっての

物と思います。実績・人格ともに推薦に値し、現関係者での最功労者です。

高橋　康博

指導部入りから15年以上を経過し、郷家監督と共に全国、アジアの舞台でも活躍。

現在はマイナー監督として、日々ご活躍いただいております。

マイナー活動はチーム事情や人数的な問題もあり他チームと合同での活動機会も多くありますが、自

チーム・他チームの子供達に対し分け隔てなく根気強くご指導下さいます。

ある意味ではメジャーよりも難しいマイナー監督を長きに渡り務めて下さっている功労者です。

高梨　道明 仙台青葉リーグ発足から２０年にわたり監督としてチームを牽引してきたので推薦いたします。

遠藤　正明
仙台青葉リーグ発足から監督を支え、ヘッドコーチとして選手育成にご尽力されてきたので推薦いた

します。

泉東リーグ 泉東リーグ 中鉢　信幸

　長年に渡り泉ウィンズの監督を務められ、泉東リーグ設立を行い、仙台北部地区でのリトルリーグ

の発展に大きく貢献すると伴に、泉東リーグに所属した多くのリトルリーガーに対し、リトルリーグ

の目的である健全な社会性を養い、強靭な身体と健全な精神を涵養することに寄与されました。従い

まして、50周年記念功労者として推薦させて頂きます。

表彰者

宮城県協会

仙台中央リーグ 仙台中央リーグ

塩竈リーグ 塩竈リーグ

宮城利府リーグ 宮城利府リーグ

宮城野リーグ 宮城野リーグ

仙台東リトルリーグ 仙台東リトルリーグ

仙台青菜リーグ 仙台青菜リーグ
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リトルリーグ東北連盟 

宮城県リトルリーグ野球協会 

 

発行日  2020年 12月 19日 

編 集  宮城県リトルリーグ野球協会 

                 創立 50周年記念 広報部会 

                 委員 宮城利府リーグ 理事  千葉 稔 

                    宮城利府リーグ 理事  伊藤将紀 

発行人  会長  我妻正敏 

 

所属 表彰理由

加藤 麻由美
長年に渡り婦人部長、事務局長を務められ団員数も少なく厳しいチーム事情からの立て直し団員募集

活動などにチームの中心となり積極的に尽力されたこと。

梶原 秀樹 ご子息卒団後も監督として子供たちの指導にあたりチームに貢献されたこと。

小林　伸介
宮城県リトルリーグ協会のチーム理事を8年、チーム事務局を10年以上と長きに渡り仙台広瀬リーグ荒

町タイガースの発展に尽力し、宮城県協会および宮城県のリトルリーグの振興に貢献している。

菅井　正人

指導者として10年以上チームに携わり、仙台広瀬リーグ荒町タイガースの発展と所属選手の成長に貢

献してい指導者として10年以上チームに携わり、仙台広瀬リーグ荒町タイガースの発展と所属選手の

成長に貢献している。

気仙沼リーグ 気仙沼リーグ 小野寺　敦
1996年より気仙沼リーグに携わりチームコーチ2年、チーム監督8年、リーグ監督4年

震災後3年、事務局として気仙沼リーグに所属（震災後リーグ存続に努めたが休部・廃部に至る）

浅野　卓

1983年度から2013年度まで，30年以上の長きにわたり県協会理事及び監事として尽力された功績は多

大である。仙台西リーグにおいては事務局長，副会長等を歴任し，2014年度からは会長の要職に就い

た。リトルリーガーへの眼差しは常に温かく，指導者や保護者等からの信頼も厚い存在であった。

宮城県のリトルリーグの発展に寄与した力は多大であり，50周年の節目に当たって表彰を受けるべく

推薦する。

小田島義彦 永年リーグ、チームの活動、子供たちの指導を行いリーグの発展に寄与した

仙台港リーグ 仙台港リーグ 該当なし

仙台港リーグ 泉杜リーグ 該当なし

石巻リーグ 石巻リーグ 該当者なし

表彰者

仙台広瀬リーグ 仙台広瀬リーグ

仙台西リーグ 仙台西リーグ

仙台黒松リーグ 仙台黒松リーグ
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