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日   時  ２０２０年 10月 10日(土)・11日(日)・17日(土)予備日含む 

主   催  宮城県リトルリーグ野球協会 

協  賛  ミズノ株式会社 

 

 



大 会 要 項 

１．名  称  第 19回 ミズノカップ 2020年秋季リトルリーグ野球宮城県大会 

２．期  日  2020年 10 月 10日(土)・11日(日)・17日（土）※予備日含む 

３．会  場  10月 10日（土） 折立グランド、熊谷グランド 

        10月 11日（日） 熊谷グランド（決勝・3位決定戦） 

４．主  催  宮城県リトルリーグ野球協会 

５．協  賛  ミズノ株式会社 

６．後  援  株式会社仙台放送株式会社仙台放送 

７．競  技  予選：リーグ戦とし、6イニングまでとする。順位は勝利数、失点率、直接対決に 

        より順位を決定する。1位通過チームは決勝戦、2位通過チームは 3位決定戦に 

進出する。 

決勝・3位決定戦：トーナメント方式。リトルリーグ野球競技規則に準ずる。 

８．運  営  日本リトルリーグ野球競技規則並びに大会運営要項及び特別競技規則による。 

９．登  録  （イ）選手登録書に所定の事項を洩れなく記入し、9月 11日（金）まで大会事務局 

必着のこと。 

■大会事務局：宮城県協会事務局長 浅野宛て E-mail：rifu-asano@live.jp 

（ロ）大会登録料【25,000円】は午前 9時までに各グランド本部席に持参の上、 

登録すること。(受付(集金)は主管リーグが代行する) 

10．参加資格  参加リーグは宮城県協会に所属チーム選手とする。 

11. 構  成  ①各チームの選手は６年生～小学４までの 9名以上 20名までとし、ベンチ入り指 

         導者は監督１名、コーチ２名(事前登録は 5名)とする。 

但し 5名の登録指導者がやむを得ない理由によりベンチ入りできない場合は 

当日の理事会(各グランド)の承認により、東北連盟登録指導者 1名のベンチ入 

りを認める 

②単独でチーム編成できない場合の合同出場を認める。 

12. 選手確認  選手登録書により確認を行う。 

13. 集  合  各リーグは試合会場に直接集合し試合に臨む。なお開会式、閉会式は行わない。 

14. 応援と協力 ①リトルリーグベースボール憲章の精神に則り、リトルリーグにふさわしくない 

内容のものは禁止する。 

②参加リーグから、グラウンド整備スタッフ 5名を配置する。 

③本部スタッフ、リーグ応援(保護者含む)は最低限の人数とし、東北連盟が指導す 

る指針に基づき運営を行う。 

15. 会  議  大会当日参加チームの理事会を 8時 30分（予定）より各大会本部で行う。 

16. 審  判  審判は宮城県協会審判部が運営し 4人制とし、全試合対戦チームで帯同審判 2名。 

17. 災害連絡  大会実行委員梅田運営委員長まで：災害ダイヤルドコモ 171 

携帯 090-5187-5445（当日、地震震度 5以上の発生時は大会中止か延期となる。） 

18. 天候連絡  雨天の場合の問い合わせ先：午前 6 時最終決定とする。(予定) 

大会実行委員 梅田運営委員長   090-5187-5445 

大会実行委員 藤田運営副委員長  090-5234-4747 

19．各種対策  ウィルス感染対策としては東北連盟指針に基づき選手、指導者、役員、スタッフ、 

        保護者は感染防止対策を努めなければならない。 

20．大会規則  2020年リトルリーグ野球規則に準ずる（2020年リトル宮城県協会大会規則参照） 
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【大会役員】 【大会審判】

大会顧問 斎藤　真一 ミズノ株式会社ダイヤモンドスポーツ事業部長 大会審判長 江波　利孝 宮城県協会審判部長兼技術

大会参与 赤間　靖浩 ミズノ株式会社・東北支社長 大会副審判長 千葉　薫 宮城県協会副審判部長兼総務

大会名誉顧問 稲木　甲二 仙台放送・代表取締役社長 　　　〃 大橋　修 宮城県協会副審判部長兼会計

大会顧問 金子　剛 仙台放送・営業局長兼マラソン事業室長 大会審判員 橋本　正之 宮城県協会審判部技術顧問

大会参与 頴川　 弘俊 仙台放送・事業部長 　　　〃 高橋　秀樹 宮城県協会審判部監事

　 　　　〃 森　博英 宮城県協会審判部監事

大会名誉会長 小林　靖俊 宮城県協会名誉会長 　　　〃 伊藤　亥吉 宮城県審判員

大会会長 我妻　正敏 宮城県協会会長 　　　〃 加賀屋　久志 　　　〃

大会副会長 安藤　智春 宮城県協会副会長 　　　〃 樋野　幸哉 　　　〃

　　〃 中沢　幸男 宮城県協会顧問 　　　〃 鹿野　俊彦 　　　〃

　　〃 山本　昇 　　　〃 　　　〃 橋沼　孝夫 　　　〃

　　〃 秋葉　賢也 　　　〃 　　　〃 阿部　友和 　　　〃

　　〃 佐藤　光樹 　　　〃 　　　〃 伊藤　秀一 　　　〃

　　〃 郷右近　隆夫 　　　〃 　　　〃 永作　幸雄 　　　〃

　　〃 西澤　啓文 　　　〃 　　　〃 高橋　峯男 　　　〃

　　〃 大泉　透 　　　〃 　　　〃 大内　孝吉 　　　〃

　　〃 土肥　清人 　　　〃 　　　〃 末永　昭則 　　　〃

　　　〃 高野　俊彦 　　　〃

大会事務局長 浅野　修一 宮城県協会事務局長 　　　〃 寺西　功一 　　　〃

大会副事務局長 小堀　裕史 ティーボール事務局 　　　〃 阿部　正宣 　　　〃

　　〃 高橋　隆一 宮城県協会会計部長 　　　〃 村上　大輔 　　　〃

　　〃 加藤　麻由美 宮城県協会女性部長 　　　〃 栗山龍一郎 　　　〃

　　〃 芳賀　恭平 ティーボール副事務局長 　　　〃 藤原　直樹 　　　〃

　　〃 清野　和美 宮城県協会女性副部長

　　〃 大岩　よし江 宮城県協会婦人部長補佐

大会ディレクター 鈴木　謙一 宮城県協会理事

外塚　大介 　　　　〃
運営幹事 藤田　勝彦 宮城県協会理事
広報幹事 伊藤　将紀 宮城県協会理事

総務幹事 稲田　直樹 宮城県協会理事

【大会実行委員】

大会実行委員長 岩澤　真一郎 宮城県協会理事長

大会副実行委員長 鶴田　真弓 宮城県協会副理事長

大会運営委員長 梅田　元雄 宮城県協会運営委員長

大会運営副委員長 藤田　勝彦 宮城県協会運営副委員長

大会実行委員 阿部　嘉貴 宮城県協会理事長・仙台リーグ

　　〃 高橋　茂樹 　　　　〃

　　〃 齋藤　貴宏 宮城県協会理事長・仙台東リーグ

　　〃 稲田　直樹 　　　　〃

　　〃 小野　徹 宮城県協会理事長・宮城野リーグ

　　〃 菊田　徹 　　　　〃

　　〃 芳賀　恭平 宮城県協会理事長・塩竈リーグ

　　〃 吉田　慎也 　　　　〃

　　〃 伊藤　将紀 宮城県協会理事長・宮城利府リーグ

　　〃 千葉　稔 　　　　〃

　　〃 對馬　基彦 宮城県協会理事長・仙台青葉リーグ

　　〃 野村　雅也 　　　　〃

　　〃 鈴木　謙一 宮城県協会理事長・仙台黒松リーグ

　　〃 外塚　大介 　　　　〃

　　〃 寺崎　航平 宮城県協会理事長・仙台広瀬リーグ

　　〃 西舘　元樹 　　　　〃
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■決勝・3位決定戦
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14:30

Ｂグループ 12:00 ⑥折立スパローズ ⑤北六バッファローズ

③宮城野ブッシャーズ ①荒町タイガース

熊谷グランド

グランド 開始時間 １塁側 ３塁側

グランド 開始時間 １塁側 ３塁側
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14:30 ⑥折立スパローズ ④利府ユニオン
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