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大会会長  

盛島 禎紀 

 

 本年で第 8 回目を迎える運びとなりました、静岡市長杯静岡旗争奪中学硬式

野球大会。通年、リーグの垣根を越え中学硬式野球に励む選手を県の内外から

集い、この歴史ある静岡草薙球場にて開催してまいりました。しかしながら、

本年は新型コロナウイルスの流行などがあり、ボーイズリーグの精鋭達で優勝

旗を競う大会として、開催させていただきます。各チームの選手の皆様も、活

動に制限がかかる苦しい一面もあった年だったと予想されます。この年の終わ

りであります師走の草薙球場にて、今年 1 年の厳しかった思いを胸に選手の皆

様は精一杯のプレーで、試合を楽しんでいただければ幸いに思います。 

 来年に向け飛躍を誓う１、２年生は勿論、高校野球に向けてこれまで厳しい 

練習に耐え成長してきた３年生にとっても、思い出に残る素晴らしい大会にな

ればと祈念致します。多感な中学生時代に同じ白球を追い求め、切磋琢磨しあ

ったチームメイトや、全力を尽くす試合の中での対戦相手の選手との出会い。

それぞれが、本大会に参加する選手の皆様の大きな財産になることと思います。 

 

 最後に、本大会開催に関してご尽力頂きました関係者の皆様に、心より御礼

を申し上げ、御挨拶とさせて頂きます。 



スポーツ振興課  担当 小野 

（内）81-3855 

 

ご挨拶 

 

 

 

 

 

静岡市長  

田辺 信宏 

 

「静岡市長杯 第８回静岡旗争奪中学生硬式野球大会」が多くの関係者の皆様の

ご尽力により、２年ぶりにここ静岡市において盛大に開催されますことを、心より

お祝い申し上げます。 

選手の皆様、大会関係者の皆様、ようこそ静岡市にお越しくださいました。市民

を代表して、心より歓迎申し上げます。 

  

 「野球王国静岡」の復活を願い、中学生球児たちの「夢・目標をかなえる」ため

に始められた本大会も、中学生硬式野球のリーグを超えた大会として定着してまい

りました。これは、野球と地元静岡を愛する方々の熱意とご尽力の賜物であり、本

市のスポーツ振興に大いに資するものです。 

 

選手の皆様には、日頃の練習の成果を存分に発揮していただくとともに、参加者

同士の交流を深めることにより、本大会が意義のあるものとなりますことを願って

おります。 

 

 結びに、本大会の開催にあたりご尽力いただきました関係者の皆様に心から感謝

申し上げるとともに、大会の成功と中学生硬式野球の益々のご発展を心よりお祈り

申し上げ、挨拶といたします。 



ご 挨 拶 

 

 

 

 

大会顧問 

静岡県議会議員 

 相 坂 摂 治 

 

 静岡旗争奪中学生硬式野球大会の開催、誠におめでとうございます。 

 選手、クラブ関係者の皆さまが、一丸となって勝利を目指し、日頃の練習の成果を発揮

されますことを心より祈念いたします。 

 間も無く 2 年に及ぶことになる新型コロナウイルス危機は、私たちの生活、学校、そし

てスポーツにも大きな影響を及ぼしています。交流の機会は減り、学校も休校になったり

変則的な授業が行われ、部活動、クラブ活動にも多くの制約があったことと思います。 

 しかし、こうした不便さを感じながらも、スポーツに親しみ、自らを鍛え、仲間と励ま

し合って大会に臨まれる皆さまを、大会関係者の一人として、頼もしく誇りに思います。 

 さて、今夏の東京オリンピック・パラリンピック 2020では、我が日本の選手団が、大変

立派な成績を収められました。特に全勝優勝を果たした野球の日本代表は、私たちにこの

上ない勇気と感動をもたらし、改めて我が国の野球技術のレベルの高さを世界に示してく

れました。 

 一流選手の活躍が見せる、スポーツ技術の向上や地道に努力を積み重ねる精神性は、時

に多くの人々に働きかけ、思想や姿勢、そして人生にも影響するものだと改めて気付かさ

れ、私も自らを励ますことができました。 

 今日の皆さんのご活躍も、きっと見る者を感動させ力強く鼓舞する姿であるはずです。

仲間を信じ、勝利を信じ、全力で大会に臨み、栄冠を勝ち取ってください。 

 結びに、保護者の皆さま、チーム関係者の皆さまのご尽力に感謝を申し上げ、祝辞と致

します。 



 

静岡市長杯第８回静岡旗争奪中学生野球大会 

 

（第１部）３リーグ交流戦 

 

１．日時 2021 年 10 月 30 日（土） 

 

２．場所 草薙総合運動場 硬式野球場 

 

３．参加チーム 静岡府中ボーイズ 

伊東リトルシニア 

名古屋コンドルズヤング 

 

４．試合スケジュール 

 開始予定 一塁側 三塁側 

第１試合 9:00 静岡府中ボーイズ 伊東リトルシニア 

第２試合 11:30 名古屋コンドルズヤング 伊東リトルシニア 

第３試合 14:00 名古屋コンドルズヤング 静岡府中ボーイズ 

 

 



静岡市長杯第8回静岡旗争奪中学生硬式野球大会

（第２部）高校野球に向かって

【12月12日　予選1日目】

【12月18日　予選2日目】

【12月19日　準決勝・決勝】
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第1部 3リーグ交流戦 出場者

伊東リトルシニア 名古屋コンドルズヤング

静岡府中ボーイズ



第2部 高校野球に向かって 出場者

静岡府中ボーイズＡ 静岡府中ボーイズB

菊川ボーイズ 浜松ボーイズ



第2部 高校野球に向かって 出場者

島田・静岡葵 連合チーム 浜松北・修学舎 連合チーム

富士・下田 連合チーム 御殿場・駿東 連合チーム



 

 

2021 静岡市長杯 第 8 回静岡旗争奪中学生硬式野球大会 

～大会規定～ 
1. 競技規則においては、2021 年公認野球規則及び本大会規定によるものとする。 

2. チーム登録選手(ベンチ入り選手)は、11名以上 25名以内とする。 

バットボーイ、ボールボーイ、シートノック補助員は、チーム登録選手(ベンチ入り選手)が

務め、必ずヘルメットを着用すること。 

3. 出場選手は大会の登録選手に限る。選手は全員傷害保険に加入しなければならない。背番号

は必ず登録された番号に限る。変更は認めない（第 10 条に特例を認める）。 

4. 登録選手及び登録された監督 1 名、コーチ 2 名以内、マネージャー（スコアラー）1 名のみ

ベンチに入ることができる。また、チーム責任者（1 名）のベンチ入りについては各リーグ

の規定に準ずる。但しベンチ入りする場合は大会本部に届け出ること。 

5. 当該チームに所属しない選手であっても大会本部が認めた場合は参加を許可する。（この場

合は、同一チーム内で違うユニホームを着用する選手がいても可とする。） 

6. チーム責任者は所属団体で定められた服装とし、監督・コーチは選手と同じユニホームを着

用(第 5 条適用チームを除く)すること。なお背番号は所属の団体規定に従うこと。 

7. 監督・コーチ・マネージャー（スコアラー）等不在の時 

① 監督が不在の場合はコーチ（総監督を含む）を監督の代行と認める。但しメンバー表に

明記すること。 

② コーチが不在又は欠員の時は各所属団体の指導登録されているものが代行する事を認

める。 

③ 監督・コーチが不在の場合は速やかに大会本部に申請書を提出し、その事情を認めた時

は代理監督・コーチを許可する。 

④ その場合、代理であることの証明を出来るようにしておくこと。 

⑤ マネージャー（スコアラー）が不在の時は大会本部に届けることにより代理が認められ

る。 

8. チーム責任者は、監督・コーチ・マネージャー（スコアラー）になれない。 

9. マネージャー（スコアラー）は、各所属団体の定める服装とする。マネージャー（スコアラ

ー）のノック、シート(サイド含む)ノックは禁止とする。 

10. 試合当日、球場に到着したチームは、速やかに大会本部で受付をする。この際、選手登録書、

チーム責任者・監督・コーチの登録（指導者）証、審査証（選手カード）の確認を行う。事

前に登録された選手等に変更がある場合は、当日の受付時に大会本部に申し出をする。なお、

受付以降やむを得ない事由の発生により登録選手を変更する場合は、オーダー表交換時まで

に大会本部に申し出をし、認められた場合のみ変更可能とする。 

 

 



11. 用具審査は球場到着後、大会本部により指示された場所で、大会本部員または大会審判員に

より速やかに行う。用具審査は当日１回のみとする。用具審査基準は大会規定別紙として定

める。 

12. 出場選手が 9 名を割った場合は出場を禁止する。又は没収試合とする。 

13. 外国人選手及び女性選手の出場を認める。人数制限はしない。 

14. 試合開始予定時刻 60 分前までに各球場に到着し、大会本部(又は各試合会場責任者)に到着

した旨を申し出る。 

15. いかなる理由であれ試合開始時間までにチームが球場に到着なき時、審判は没収試合を宣告

することができる。 

16. ベンチは試合組み合わせ表による。 

17. 試合球は各チーム 1 試合につき 3 球をオーダー表交換時に提出する。各リーグの公式試合

球としメーカーについては特に定めない。試合中の補充球は大会本部から支給する。 

投手のロジンバッグは、それぞれのチームが準備し、他のチームのロジンバックは使用しな

い。 

18. ヘルメットは１チーム７個以上、完全なものを備えること。（但し、ボールボーイ用として

別に２個完全なものを用意すること。） 

19. 捕手（予備捕手を含む）は、試合及び練習を問わず必ずユニホームの下に規定の防具を着用

のこと。 

20. 選手は必ずスパイクを着用すること。スパイクは金具式、もしくは一体成型のポイント式と

する。 

21. ベンチに持ち込むメガホンは 2 本とする。但し監督・コーチの使用に限る。 

22. 審判員は、当該チーム父兄審判４名(各チーム 2 名ずつ派遣)で担当する。いずれも服装は各

リーグの審判服とする。球審、塁審の配置は大会審判員の指示とする。父兄審判は、当該チ

ームの試合開始 30 分前までに審判控え室に集合すること。 

23. オーダー表（5 部）交換時に両チームキャプテンにより先攻後攻をジャンケンで決める。次

の試合のオーダー表交換は４回裏終了時とする。 

２回戦以降のオーダー表交換時は、大会本部員及び大会審判員、当該チームのマネージャー

（スコアラー）が立ち会い、投手の投球回数について確認を行うこと。 

24. 試合は 7 回戦で行い、試合開始から 1 時間 50 分を超えた時点でその回を最終回とする。 

負けている先攻チームが攻撃中の場合、同点以上にならない限りは第３アウトをもって試合

終了とする。勝っている後攻チームが攻撃中の場合、その時点で試合を終了とする。４回終

了後にグラウンド整備を行った場合でも、試合時間として計測する。計測としないのは、選

手の怪我等により球審が計測中断の指示を行った場合に限る。 

25. 試合成立は 4 回終了を原則とする。 

26. 4 回終了時(後攻チームの得点が先攻チームの得点より多い場合は 4回表終了時)10点、5 回

以降 7 点差以上の差が生じた時は、得点差によるコールドゲームとする（決勝も同様）。 

27. 5 回以降、降雨・日没等により試合続行が出来ない場合は、両チームが完了した均等回の総

得点で勝敗を決する。同点の場合は最終出場選手による抽選とする。 

28. 雨天により 4 回未満で試合続行が不可能になった場合はノーゲームとし、大会本部が指定



した日時、場所で再試合を行うものとする。 

29. 7 回終了後又は制限時間を超えた時点で同点の場合は、延長戦は行わず決着がつくまでタイ

ブレークゲームを行う。但し、決勝戦は 1 回の延長、その後は決着がつくまでタイブレーク

とする。 

30. タイブレークゲーム 

一死走者満塁の状態から行うものとする。 

① 打者は、前回正規に打撃を完了した打者の次の者とする。 

② この場合の走者は、前項による打者の前の打順の者が一塁走者、一塁走者の前の打順の

者が二塁走者、二塁走者の前の打順の者が三塁走者となる。 

③ 代打及び代走は認められる。 

31. 投球回数制限については「中学生投手の投球制限統一ガイドライン」を適用する。試合終了

後、マネージャー（スコアラー）は、大会本部に赴き、投球回数の確認を行うこと。 

32. タイムの回数 

① 監督またはコーチの指示、伝達は１試合で攻撃 2 回守備 2 回の計 4 回とする。延長(決

勝戦のみ)またはタイブレークに入った場合、それぞれで１回ずつの指示、伝達を認め

る。 

（怪我や交代などの指示、伝達は回数に入らない） 

② 守備側の投手に対する指示、伝達が 3 回目となれば、自動的に投手は交代となり、その

投手は他の守備位置についてもよいが、再び投手として登板することはできない。 

③ 内野手(捕手を含む)が 2 人以上投手のところに行った時も１回に数える。 

④ 指示、伝達は審判がタイムを宣言してから 30 秒以内とする。 

⑤ タイムを要求し、直接・間接を問わず投手やその他の守備選手に指示を与えた場合は、

指示伝達する場所がファウルラインを超えたか否かに関わらず、守備タイム１回として

計測する。 

⑥ 1 イニングで同一の投手に対して指示、伝達が 2 回目となれば、自動的に投手の交代に

なる。 

その投手は他の守備位置に着くことができるが、同一イニングでは投手として登板する

ことはできない。 

ただし、新しいイニングに入れば、再び投手として登板することができる。 

33. 守備側チームのタイム中に打者、走者に指示を与えることが出来るが、プレイの再開を遅ら

せた場合は攻撃側のタイム１回と数えられる (反対の場合も同様)。 

34. 特別代走を認める。これは、特別な事情（死球による負傷など）により一時的に休めば出場

できると審判員が判断したときに限り適用できる。この場合、その打者の最も近い打撃を完

了した選手（投手及び捕手を除く）を特別代走とする。 

35. リーグ戦を行う場合、勝敗数、得失点差により順位を決定する。得失点差で順位が決定しな

い場合は、大会本部が指定する抽選により順位を決定する。 

36. サングラスの着用について 

球場の向き等により眩しく選手が危険防止のために試合前か試合中に審判に申請すれば使

用を許可する。監督・コーチのサングラス使用は、医学的に必要な場合(事前に球場責任者



に届け出る。許可された場合でも帽子の上から前頭部・後頭部への着装は禁止)以外は禁止

する。また、選手の使用に際しては以下の条件を守ること。 

① 守備中のみ使用を認めるが、攻守交替時・攻撃中（ベンチ内外）は使用禁止とする。 

② ミラーレンズ及びガラス製の物は使用禁止。 

③ サングラスは監督又はコーチが一括保管。 

37. 退場命令については、審判に対して限度を超える侮辱、又は暴力があった場合は権利を行使

する事もある。ベンチ外（応援団席・観客）から同様の場合も球場責任者が審判員と相談し

退席させることが出来る。 

38. 審判員の判定に対する抗議は認めない。但しルールの適用についての確認は認める。 

38. 次打者もしくは正規の代打者は、自身の安全のため自軍のネクストサークル内に低い姿勢

(片膝を付けて)で待ち、投球動作に合わせたバットスイングは安全対策のため禁止とする。

また、ボックス内には自身が使用するバット以外持ち込んではならない。 

39. 試合会場には、必ず AED を配置する。 

40. 試合中のグラウンド内キャッチボールは禁止とする。ベンチ横での素振りは 1 名までとし、

素振りをする場合はヘルメットを着用する。 

41. 試合中の屋内ブルペン使用について。 

  ① 試合中の当該チームの使用は 4 レーンのうち 2 レーンまでとする。 

  ② 残りの 2 レーンは、次試合の練習場とする。 

42. 次試合の開始予定時刻は、当日の球場責任者が決定する。 

43. インプレー中は、監督・コーチ・マネージャー（スコアラー）及び選手は、ベンチから出な

いこと。また、用具についてもベンチ内若しくは指定場所に置くこと。なお、ボールボーイ・

バットボーイはヘルメットを着用し、指定場所で待機(椅子利用も可)すること。 

44. ベンチ内の留意事項として、以下の項目を厳守すること。 

① ベンチ内での携帯電話等の通信機器の使用は禁止とする。 

② 用便以外の理由(監督等による喫煙や電話等)により、無断でベンチから出ないこと。 

③ 審判や相手方選手個人に対する野次、相手選手を惑わすような言葉は、ベンチ内選手は

もとより、応援者もこれを禁止する(ベンチ及び応援者のマナーは、大会役員、会場責

任者、審判員が監督経由で注意する)。 

45. 試合、練習を問わず雷雲を感じた場合(音、稲光)は、直ちに中断し様子をみる。 

 

  



（大会規定 別紙） 

 

用具審査基準 

 

用具 審査基準 

ヘルメット □破損、ひび割れ、クッションが動いているものは使用を禁止

する。 

□同一のものが７個あることを確認する。 

 

バット □クリップテープが完全に巻かれていないものは補修を指導す

る。補修ができない状態であれば使用を禁止する。補修が完

了し、再審査を受ければ使用を認める。 

□バット表面に変形や凹みひび割れ等があるものは、使用を禁

止する。 

 

スパイク □金具やネジに破損があるもの、紐穴に破損があるものは使用

を禁止する。 

□靴ひもが切れているものは使用を禁止する。但し靴紐を変更

し、再審査を受ければ使用を認める。 

 

グローブ 

ミット 

□綴り紐が切れているものは、使用を禁止する。補修後、再審

査を受ければ使用を認める。 

□紐が長いもの（目安として親指くらい）は、短くするよう指

導する。 

 

捕手用具 □カップを含めて２セットあるかを確認する。クッションが外

れているものは使用を禁止する。 

□用具のひも等に破損がある場合は、使用を禁止する。補修後、

再審査を受ければ使用を認める。 

 

 

上記に記載がない項目でも、安全性の観点から危険があると用具審査員が判断した場合

は、その点を指摘、指導することがある。 

 


