
第８回ベースボール・マガジン社杯中学生ＫＷＢ野球交歓会 
 魚沼コシヒカリ大会  

大会要項 

主  催   ベースボール・マガジン社 

       ｢ベースボール・マガジン社杯中学生 KWB野球交歓会 魚沼コシヒカリ大会｣実行委員会 
 

主  管   魚沼市野球連盟   新潟ＫＷＢクラブ 
 

後  援   魚沼市  魚沼市教育委員会  魚沼市体育協会  ㈱ミズノ  ㈱ナガセケンコー 

日本ＫＷＢ野球連盟                         
                                        

特別協賛   ＪＡ北魚沼     ミズノ㈱     オンヨネ㈱    ㈱ナガセケンコー 

       クレブスポーツ   貝瀬材木㈱     ㈱ハセガワ    新潟綜合警備保障㈱ 

       Grassa～グラッサ～ 桐生工業㈱    中越運送㈱    ストウファーム 

Little北海道     魚沼釜蔵総本店   と ん 福      ぽんしゅ魚沼釜蔵 

魚 沼 米 穀       ㈱P＆P浜松    イタリア居酒屋ロッソ ㈱愛郷    

魚沼ｐRiｃe     カプリ      ダイニング蔵   池田記念スポーツ文化財団 

大原運動公園指定管理者 ＢＭＳ南魚沼スポーツコミュニティ 
                                          

協  力      (株)内田観光サービス  (資)越南プリンティング  (有)マルセスポーツ 

       和洋酒･惣菜･弁当 おおもも 

       広神中学校野球部    湯之谷中学校野球部   小出中学校野球部 

       堀之内中学校野球部   魚沼市各中学校野球部保護者会 
                                        

日  時   ２０１６年１０月１日（土）・１０月２日（日） 
 

大会方法   １、大会全体を２ラウンド制とする。 

         ・１０月１日（土）予選トーナメント【４会場】 

         ・１０月２日（日）決勝トーナメント・交流試合【５会場】 

       ２、予選トーナメントは参加１６チームを４ブロックに分け、下記の４会場にて行う、

最も良い成績を収めた各１チームが２日目の決勝トーナメントに進出する。 

       ３、決勝トーナメントは４チームによって実施し、優勝、準優勝を決める。 

       ４、２日目に交流試合を実施する。（決勝Ｔ進出以外のチーム。） 
 

参加費用   １チーム ２０,０００円 
 

参加チーム  宗谷選抜       （北海道）   前橋ノースフェニックス（群馬県）    

前橋サウススターズ  （群馬県）   那須Ｋボールクラブ  （栃木県）    

埼玉スーパースターズ （埼玉県）      千葉ファイターズ   （千葉県）    

東京選抜       （東京都）      ひまわりベースボールクラブ（神奈川県）   

横浜Ｋ－ＣＬＵＢ   （神奈川県）  Hard Ball Club 金沢 Jr.（石川県） 

報徳学園中クラブ   （兵庫県） 

新潟トキ 新潟スワン  小千谷 bullfighters  南魚沼 ALL Stars  オール魚沼 
 

組み合わせ  予選トーナメント  事務局代理抽選 

              決勝トーナメント  予選の成績により、代表者抽選 
 

試合規則   ２０１６年公認野球規則及びＫＷＢ全国中学生秋季野球大会特別規定による 

 

チーム編成  選手３０名程度 監督１名・コーチ２名 

 



試合会場   広神自然公園野球場  魚沼市 山口１９８番地 

       小出中学校野球場   魚沼市 古新田２２５番地２ 

              青島野球場      魚沼市 青島９２９番地５ 

       薬師運動広場野球場  魚沼市 七日市１０５０番地１ 

       月岡公園運動広場   魚沼市 堀之内２０１２ 

 

【１０月１日（土）大会１日目  予選トーナメント】 

 ★Ａブロック（広神野球場） 

 会場主任：加藤 賢（広神中学） 

【０９０－８６８３－５３８５】 

 

  ★Ｂブロック（小出中学校野球場） 

 会場主任：廣井 義人（小出中学） 

【０８０－５００９－８３２２】 

 

                

   ③       ③    

 ①   ②   ①   ②  

                

新潟スワン  宗谷 ひまわり 千葉 新潟トキ 前橋ノース 小千谷 横浜 Kクラブ 

 ④   ④  

        

 ★Ｃブロック（青島野球場） 

 会場主任：落合 明（堀之内中学） 

【０９０－５２０７－１４５１】 

 

  ★Ｄブロック（薬師運動広場） 

 会場主任：中澤 晃（湯之谷中学） 

【０９０－７７０９－３５６６】 

 

 

                

   ③       ③    

 ①   ②   ①   ②  

                

南魚沼 報徳学園 那須 埼玉 魚沼 前橋サウス 金沢 東京 

 ④   ④  

                

【試合時間】 

第１試合 

第２試合 

第３試合 

第４試合 

８：４０ 

１０：３０ 

１２：４０ 

１４：３０ 

① 対 ② 

③ 対 ④ 

第１試合(勝) 対 第２試合(勝) 

第１試合(負) 対 第２試合(負) 

 

 

【大会１日目予選ブロック試合方法】 

１、１試合９０分の時間制限を設ける。 

（９０分を超えた場合、次のイニングに入らない。同点の場合は、一死満塁からの特別延長戦を行

い、勝敗を決する。） 

≪特別延長戦：KWB連盟の規定による≫ 

①一死満塁の状態から試合を行う。 

②打者は前回正規に打撃を完了した打者の次の打者（継続打順）のものとする。 

③この場合の走者は、前項による打者の前の打順のものが一塁走者、一塁走者の前のものが 

二塁走者、二塁走者の前のものが三塁走者となる。 

④この場合の代打及び代走は認められる。 

⑤勝敗が決しない場合には以後継続打順でこれを繰り返す。 

２、５回７点差以上ついた場合コールドゲームとする。 

３、各ブロックの１位チームが決勝トーナメントへ進む 

 ４、１試合につき、両チームより試合球を３個ずつ提出する。 

                



【１０月２日（日）大会２日目 開会式（広神野球場）／決勝トーナメント・交流戦 ／ 閉会式】 

  ◆開会式（８：００／広神球場）※選手は 7:00～7:45 の間に球場内でパネル用の写真撮影を行う。 

１ 選手入場 

  ２ 開式宣言  

 ３ 優勝杯・準優勝トロフィ返還（昨年度優勝 北信州クラブ  準優勝 千葉ファイターズ） 

 ４ 開会挨拶  （ベースボール・マガジン社新潟支社） 

 ５ 歓迎の挨拶 （魚沼市長        大平 悦子 様） 

 ６ 来賓紹介 

 ７ 競技上の注意（魚沼市野球連盟審判長  井口 俊幸 様） 

 ８ 選手宣誓  （オール魚沼主将            ） 

 ９ 閉式宣言 

 
 

◆閉会式（１５：００／広神野球場）→優勝・準優勝チーム参加） 

 １ 開式宣言 

 ２ 成績発表 

 ３ 表  彰（ベースボール・マガジン社） 

   ・１位、２位 最優秀選手賞 優秀選手賞  ＊３位は準決勝終了後に各試合会場で授与する。 

 ４ 講  評（実行委員会    柳瀬 良平  様） 

 ５ 閉  会 

★決勝トーナメント（予選１位チーム） 

                

      広神球場 

１２：４５ 

      

            

     広神球場 

９：３０ 

  薬師球場 

９：５０ 

     

            

    予選１位 予選１位 予選１位 予選１位     

             

      薬師球場１２：４５ 

（敗退チーム交流戦） 

      

            

★交流試合（予選２・３．４位チーム） 

【小出中学校野球場】 

① ９：５０ 

②１１：３０ 

③１３：３０ 

【青島野球場】 

① ９：５０ 

②１１：３０ 

③１３：３０ 

【月岡運動公園Ａ】 

① ９：５０ 

②１１：３０ 

③１３：３０ 

【月岡運動公園Ｂ】 

① ９：５０ 

②１１：３０ 

③１３；３０ 

 

※決勝トーナメントの組み合わせは、懇親会時に各チーム代表者による抽選を行い、決定する。 

【決勝トーナメント 交流試合 試合方法】 

１、１試合１００分とする。（１００分を超えて同点の場合は次のイニングより特別延長戦。） 

※交流試合は１試合８０分とする。 

≪特別延長戦：KWB連盟の規定による≫ 

①一死満塁の状態から試合を行う。 

②打者は前回正規に打撃を完了した打者の次の打者（継続打順）のものとする。 

③この場合の走者は、前項による打者の前の打順のものが一塁走者、一塁走者の前のものが 

二塁走者、二塁走者の前のものが三塁走者となる。 

④この場合の代打及び代走は認められる。 

⑤勝敗が決しない場合には以後継続打順でこれを繰り返す。 

２、決勝戦のみ時間制限を設けない。（勝敗が決しない場合は８回より特別延長戦に入る） 

３、全試合５回７点差以上ついた場合はコールドゲームとする。 

４、１試合につき、両チームより試合球を３個ずつ出して下さい。 


