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参加 35チーム 

 

※監督会議・抽選会※監督会議・抽選会※監督会議・抽選会※監督会議・抽選会    ⇒⇒⇒⇒    ９／９／９／９／１１１１００００（（（（土土土土））））    

 

  と き ２０２０２０２０１１１１６６６６年年年年９９９９月月月月２４２４２４２４（（（（土土土土）～２０１）～２０１）～２０１）～２０１５５５５年年年年    １２１２１２１２月月月月    ３３３３日（日（日（日（土土土土））））    

 場 所 開会式：高瀬グランド（雨天の場合は順延） 

閉会式：高瀬グランド（予定） 

 

 

主 催 ＭＬＢ杯実行委員会 

協 賛 株式会社 くすりの福太郎 

    アイリスオーヤマ株式会社 

 



第１回 くすりの福太郎旗争奪 
第９回 めだかリーグベースボール少年野球大会 

（通称：ＭＬＢ杯） 
 
◎大会主旨 

  ①子ども達に楽しく野球をやってもらいましょう。 

  ②子ども達に元気良く野球をやってもらいましょう。 

  ③子ども達に明るく野球をやってもらいましょう。 

  ④子ども達に野球を大好きになってもらいましょう。 
 
◎主催 

  めだかリーグベースボール少年野球大会実行委員 

     顧  問    川口（西高根ラッキーズ    ） 

     顧  問    杉山（ツインドルフィンズ   ） 

大会会長    平田（前原サンライズ     ） 

     大会副会長   松裏（ツインドルフィンズ   ） 

     実行委員 

      事務局長   池内（薬円台リトルスター   ） 

      副事務局長  田辺（二和タイガース     ） 

      副事務局長  太田（薬円台リトルスター   ） 

      会計     横田（西高根ラッキーズ    ） 

      会計監査   秋武（二和タイガース     ） 

      実行委員   山本（ツインドルフィンズ   ） 

      実行委員   海野（前原サンライズ     ） 

     審判部 

      審判長    斎藤（ツインドルフィンズ   ） 

      副審判長   若佐（薬円台リトルスター   ） 
 

◎参加資格 

  ①２年生以下で構成されたチーム（３年生の女子を含んでも構わない） 

  ②単独で人数が足りない場合は、複数チームによる連合チームも可 
 
◎参加チーム（ 35 チーム ） 
・磯辺シーグルス     ・常盤平ボーイズ     ・西高根ラッキーズ 
・磯辺シャークス     ・豊上ジュニアーズ    ・前原サンライズ 
・打瀬ベイバスターズ   ・習志野サンデーズ    ・薬円台リトルスター 
・エースライオンズ    ・習志野台赤トンボ    ・二和タイガース 
・ＦＴＪ         ・習志野台スターズ    ・スリーアローズ 
・大森フライヤーズ    ・光ヶ丘シャークス    ・田喜野井ファイターズ 
・大和田スカーレット   ・前原エイトマン     ・ノアレイアーズ 
・大和田タイガース    ・真砂シーホークス    ・大南ファイターズ 
・大新ジャガーズ     ・増尾レッドスターズ   ・八千代東南クラブ 
・高郷スターズ      ・八千代ドラゴンズ    ・ヤングタイガース 
・中部ユニオンズ     ・若松ヤンガーズ     ・新宿マリナーズ 
・ツインドルフィンズ                ・今井ジュニアビーバーズ 
 
※上記のうち連合チームで参加するチームは以下のとおり 

   連合チームＡ ⇒ 西高根ラッキーズ ＆ 前原サンライズ 
   連合チームＢ ⇒ 薬円台リトルスター ＆ 二和タイガース 
   連合チームＣ ⇒ スリーアローズ ＆ 田喜野井ファイターズ ＆ ノアレイアーズ 
   連合チームＤ ⇒ 大南ファイターズ ＆ 八千代東南クラブ ＆ ヤングタイガース 
   連合チームＥ ⇒ 新宿マリナーズ  ＆ 今井ジュニアビーバーズ 



◎試合方式 

  参加チームを７ブロックに分け、総当たりの予選リーグ戦を実施する。 

リーグ戦の順位によりトーナメントの枠を決め、決勝トーナメントを実施する。 

 

1)リーグ戦（9月 24 日～10 月 30 日） 

  参加チームでリーグ戦を実施します。 

Ａリーグ 地域 打瀬 習スタ 大新 増尾 

打瀬ベイバスターズ 千葉     

習志野台スターズ 船橋     

大新ジャガーズ 八千代     

増尾レッドスターズ 柏     
 
Ｂリーグ 地域 連合Ｅ 豊上 八ドラ 連合Ｄ 

連合Ｅ 千葉     

豊上ジュニアーズ 柏     

八千代ドラゴン 八千代     

連合Ｄ 八千代     
 
Ｃリーグ 地域 大和田Ｔ 光ヶ丘 磯辺シャ 真砂 

大和田タイガース 八千代     

光ヶ丘シャークス 柏     

磯辺シャークス 千葉     

真砂シーホークス 千葉     
 
Ｄリーグ 地域 連合Ｂ 大森 連合Ｃ ツイン 

連合Ｂ 船橋     

大森フライヤーズ 千葉     

連合Ｃ 船橋     

ツインドルフィンズ 船橋     
 
Ｅリーグ 地域 エース 若松 大和田Ｓ 磯辺シー 

エースライオンズ 八千代     

若松ヤンガーズ 船橋     

大和田スカーレット 八千代     

磯辺シーグルス 千葉     
 
Ｆリーグ 地域 赤トンボ 常盤平 高郷 前原Ｅ 

習志野台赤トンボ 船橋     

常盤平ボーイズ 松戸     

高郷スターズ 船橋     

前原エイトマン 船橋     
 
Ｇリーグ 地域 連合Ａ 習サン ＦＴＪ 中部 

連合Ａ 船橋     

習志野サンデーズ 船橋     

ＦＴＪ 船橋     

中部ユニオン 鎌ヶ谷     
 
  ※順位決定の優先順位は、①勝敗、②得失点差、③得点数、④組合せ番号とする。 
 



2)決勝トーナメント（11 月 3 日～12 月 3 日） 

  リーグ戦終了後、決勝トーナメントを実施します。 

  
1 回戦 2 回戦 3 回戦 準決勝 決勝 

11/3 11/12 11/19 11/26 12/3 

1 Ａリーグ１位 → 

11/12 

11/19 

11/26 

12/3 

2 Ｇリーグ３位 
11/3 

3 Ｄリーグ３位 

4 Ｇリーグ２位 
 

 
5 Ｂリーグ４位 

6 Ｆリーグ４位 
 

7 Ｃリーグ１位 

8 Ｄリーグ１位 
 

 

 

9 Ａリーグ４位 

10 Ｄリーグ４位 
 

11 Ｂリーグ２位 

12 Ｅリーグ２位 
 

 13 Ｂリーグ３位 

14 Ｆリーグ１位 → 

15 Ｂリーグ１位 → 

 

 

 

16 Ｅリーグ３位 
 

17 Ｃリーグ２位 

18 Ｆリーグ２位 
 

 
19 Ｇリーグ４位 

20 Ｆリーグ３位 
 

21 Ｄリーグ２位 

22 Ｅリーグ１位 
 

 

 

23 Ｃリーグ４位 

24 Ｅリーグ４位 
 

25 Ａリーグ２位 

26 Ｃリーグ３位 
 

 27 Ａリーグ３位 

28 Ｇリーグ１位 → 

※予備日 11/5、11/6、11/13、11/20、11/23、11/27 

  ※選手宣誓 ⇒ 真砂シーホークス主将 

 



◎表彰 

 １．チーム表彰 
  ＜リーグ戦＞ 
   優勝チーム        賞状、楯（7個） 
  ＜トーナメント＞ 
   優勝チーム        優勝旗、賞状・優勝楯・優勝カップ 
                優勝メダル（15 個） 
   準優勝チーム       賞状・準優勝盾、準優勝メダル（15 個） 
   ３位チーム（２チーム）  賞状・盾 
 ２．個人表彰 
   最優秀選手賞（優勝チーム）    賞状・メダル 
   優秀選手賞（準優勝チーム）    賞状・メダル 
   敢闘選手賞（３位チーム×２）   賞状・メダル 
   めだか賞（28 チーム）       賞状・メダル 
 ３．その他 
   参加賞     各チーム（お菓子） チョコメダル 

 

 



◎大会規則 

 １．バッテリー間１２ｍ、塁間２１ｍとする。 

 ２．試合は４回、時間は６０分とする。 

   後攻が負けている場合は、当該回裏の攻撃を続行する。 

 ３．コールドゲームなし。 

 ４．試合球は軟式公認Ｃ球とし、各チーム２個提出する。 

   （ニューボールでなくても可） 

 ５．投球練習球は、初回５球、次回以降３球とする。交代投手は５球。 

 ６．投手は９アウトで交代。ボークはとらない。監督に注意。 

 ７．振り逃げなし。 

 ８．打者はヘルメットを着用のこと。 

 ９．ユニホームの着用の義務はない。 

１０．審判は両チームより２名ずつ出し合い。（最低２審判で試合することができる。） 

１１．選手登録は不要、ただし、メンバー表は試合前に交換すること。 

１２．コーチャーは大人でも可。威嚇的な言動は慎むこと。 

１３．リーグ戦はリーグ戦はリーグ戦はリーグ戦は引き分けあり。引き分けあり。引き分けあり。引き分けあり。 

   トーナメントは時間優先であるが、同点の場合はサドンデス１回を行う。 

   （１アウト満塁４番打者から攻撃開始） 

   それでも決着がつかないときは、 

１回戦～準決勝１回戦～準決勝１回戦～準決勝１回戦～準決勝    ⇒⇒⇒⇒    当該チームの監督コーチ３人によるジャンケン当該チームの監督コーチ３人によるジャンケン当該チームの監督コーチ３人によるジャンケン当該チームの監督コーチ３人によるジャンケン。。。。    

決勝戦決勝戦決勝戦決勝戦    ⇒⇒⇒⇒    決着がつくまでサドンデスを行う。決着がつくまでサドンデスを行う。決着がつくまでサドンデスを行う。決着がつくまでサドンデスを行う。    

（ただし、２回目以降は継続打者）（ただし、２回目以降は継続打者）（ただし、２回目以降は継続打者）（ただし、２回目以降は継続打者）    

１４．試合中の降雨等により主審によって試合打ち切りを命じられた試合（コールドゲ

ーム）はノーゲームとし、後日再試合とする。ただし、次に該当する場合は試合

が成立するものとする。 

   ・２回の表裏を完了している場合 

   ・２回の表を完了し後攻チームの得点が先攻チームの得点より多い場合 

１５．上記以外は、公認野球規則を適用する。 

 

※グランドについて、可能な限り下記のとおりにグランドを準備する。 

 両翼４０ｍとし、ピッチャーマウンドを中心として両翼を結ぶ円弧にラインを引くか 

コーンを立てる。 

 

※試合は最低７人で行っても良い。（控え選手がい控え選手がい控え選手がい控え選手がいるのに起用しないのは不可るのに起用しないのは不可るのに起用しないのは不可るのに起用しないのは不可） 

※３年生の女子を含んだチーム構成でも構わない。※３年生の女子を含んだチーム構成でも構わない。※３年生の女子を含んだチーム構成でも構わない。※３年生の女子を含んだチーム構成でも構わない。    

 

 


