
  

   

 

 

 

第９回 日本少年野球連盟 

杉山旗争奪 磐田大会 
磐田ボーイズ 10周年記念大会 

 

     

 

 

 

 

 

期日  平成 29年 7月 29日（土）7月 30日（日） 予備日 8月 12日（土） 

会場 磐田市城山球場 浜松市天竜球場 袋井高校 

主催 日本少年野球連盟 静岡県支部 磐田ボーイズ 

共催 NPO法人 磐田市体育協会 

後援 （公財）日本少年野球連盟 静岡県支部 
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野球をしながら 

団結・友愛・規律・勇気・忍耐 

を身につけよう 

 

（公財）日本少年野球連盟規約 第 4条 

 

この法人は、ボーイズリーグを通じ、硬式野球を愛好する少年に正しい野球のあり方を 

指導し野球を通じて心身の鍛錬とスポーツマンシップを理解させることに努め、規律を 

重んじる明朗な社会人としての基礎を養成し、もって次代を担う少年の健全育成を 

図ることを目的とする。 

 

 

公益財団法人 日本少年野球連盟 

会長 藤田 英輝 

 

http://www.boysleague-jp.org/index.html


 

大 会 役 員 

 

 

顧問   公益財団法人 日本少年野球連盟会長  藤田 英輝 

相談役   公益財団法人 日本少年野球連盟理事  中西 孝志 

大会名誉会長  NPO 法人 磐田市体育協会顧問   杉山 元 

来賓   NPO 法人 磐田市体育協会会長   河島 直明 

大会会長  静岡県支部支部長    鈴木 文雄 

大会運営委員長 磐田ボーイズ代表    鈴木 毅 

大会運営副委員長 磐田ボーイズ副代表    遠藤 正人 

大会運営委員  富士ボーイズ代表    瀧澤 広行 

   駿東ボーイズ代表    鈴木 貴司 

   静岡葵ボーイズ代表    宮本 博之 

   菊川ボーイズ代表    池田 竜司 

   伊豆ボーイズ代表    島田 浩 

大会競技委員  審判委員長（静岡県審判委員長）  島田 浩 

   大会審判長（静岡県支部審判長）  小川 潔 

大会競技委員長    高橋 祐司 

大会事務局長  磐田ボーイズ副代表    大塚 尚弘 

大会会計  磐田ボーイズ会計    鈴木 有香 



 

開会式次第 

 

１． 選手整列 

２． 開会宣言  磐田ボーイズ父母会代表  篠原 浩二 

３． 大会会長挨拶  静岡県支部支部長   鈴木 文雄 

４． 来賓挨拶  磐田市体育協会顧問  杉山 元 

磐田市体育協会会長  河島 直明 

５． 選手宣誓  磐田ボーイズ主将   関宮 楓馬 

６． 競技上の注意  大会競技委員長   高橋 祐司 

７． 閉式の言葉 

８． 選手退場 

 

閉会式次第 

 

１． 選手整列 

２． 結果発表  磐田ボーイズ父母会 

３． 表彰   静岡県支部支部長   杉山 元 

４． 大会講評  静岡県支部支部長   鈴木 文雄 

５． 閉式の言葉 

６． 選手退場 

 



 

第９回 日本少年野球連盟 杉山旗争奪磐田大会 大会規定 

 

１． 1 チームの選手登録は 11名以上、25名以内とし、ベンチ入りは 20名とする。 

２． 出場選手はその大会の登録日の締め切り日現在連盟への登録済みの者に限る。 

３． 審査証は当年度発行のものとする。 

４． 登録選手及び登録されたチーム責任者は（代表、またはそれに代わる責任者であるものでチーム責任者証を携帯 

している）、登録された監督、コーチ、マネージャーのみベンチに入ることができる。 

５． 組合せの若い番号が 1塁側のベンチ、後番号が 3塁側のベンチに入る。 

６． 監督（背番号６０）コーチ（背番号５０）は選手と同じユニフォームを着用する 

７． 試合開始時刻 60分前に試合球場に到着し、直ちに選手登録書を大会本部に提出のうえ所定の審査を 

受けなければならない。 

８． メンバー表交換時に両キャプテンより、先攻・後攻をジャンケンにより決める。 

９． 試合開始予定時刻までにチームが現れない時は、球場責任者と責任審判委員が没収試合を宣言する事ができる。 

１０． 試合は 7回戦で行い 4回終了をもって正式試合とする。試合成立後は開始から 2時間を超えた場合新しい 

イニングには入らない。 

１１． 準決勝戦までは 7回終了時同点の場合、以降の回数の攻撃より一死満塁の状態からタイブレーク方式で行う。 

決勝戦に限り、延長戦は２イニングまで行い、尚も同点の場合、以降の攻撃からタイブレーク方式で行うものとする。 

１２． コールドゲームは 4回終了時 10点差、5回以降 7点差とする。 

１３． 雨天時により試合成立前に試合続行が不可能になった場合、サスペンテッドゲーム（一時停止試合）とする。 

１４． 投手の投球イニングについては連盟規定とする。 

１５． 攻守で監督またはコーチの指示・伝達は 1試合で各 2回の４回を限度とする。延長戦に入った場合は各 1回の 

指示・伝達を認める。守備側の投手に対する指示・伝達が 3回目となれば、自動的に投手交代となる。その投手 

は他の守備についてもよいが、再び投手として登板することができない。内野手(捕手も含む)が、二人以上投手の 

ところに行った時も１回に数える。また、指示・伝達は審判がタイムを宣告してから「30秒以内」とする。 

１６． 監督またはコーチが投手に指示などをするときは、マウンドのところで行うこと。 (ベンチからは駆け足で) 

１７． ヘルメット 1 チーム 7個以上同色で完全なものを備え各チーム持参すること。 

１８． ユニフォーム及びバット・スパイク・グラブ等は連盟指定業者の物に限る。 

１９. 捕手は必ずヘルメットならびに規定防具を試合、練習を問わず着用すること。 

２０. グランド内での試合前のアップ（トスバッティングのバッター及びノックの玉継ぎ）は必ずヘルメットを着用する事。 

２１. グランドの都合で大会トーナメント規定が別に制定された場合はそれに従うこと。 

２２. 光化学スモッグ(予報・注意報・警報)の場合、試合及び選手に対する措置は別に定め運営委員の指示に従うこと。 

２３. 監督・コーチ及び選手は審判のジャッジに対して、絶対に服従し、抗議することを厳禁する。ただし、規則上の疑義の 

 申し立てについては、必ず監督または問題の当事者のみが審判に説明を求める事ができる。この場合 3分以内とする。 

２４. その他本規定に定めないものは、2017年公認野球規則及び公益財団法人日本少年野球連盟の大会規定に 

準ずる。 

 

 



（公財）日本少年野球連盟 第９回 杉山旗争奪磐田大会 

 

【開催日】 平成 29年 7月 29日（土）、30日（日） 予備日 8月 12日（土） 

【球場】  Ａ：磐田市城山球場 Ｂ：浜松市天竜球場 Ｃ：袋井高校 

 

【開会式】 7月 29日（土）  8時 00分 

※主催チーム及び城山球場 第一、第二試合のチームのみ開会式へ参加頂きます。 

 

【閉会式】 7月 30日（日） 15時 30分予定 

 

【試合予定時間】 

大会一日目 

Ａ：城山球場   Ｂ：天竜球場   Ｃ：袋井高校 

 第一試合  9時 00分  第一試合  9時 00分  第一試合  9時 00分 

第二試合 11時 00分  第二試合 11時 00分  第二試合 11時 00分 

 第三試合 13時 00分  第三試合 14時 00分  第三試合 14時 00分 

 第四試合 15時 00分 

 

 ※袋井高校 第一試合 Ｃ－１の勝利チームは、城山球場へ移動となります。 

二回戦：城山球場 第四試合 Ａ－4 お間違いのない様、お願い致します。 

 

大会二日目 

Ａ：城山球場 

準決勝第一試合   9時 00分  

準決勝第二試合  11時 00分 

決勝戦    13時 00分 

 

【会場責任者及び連絡先】 

 Ａ：磐田市城山球場 住所：磐田市見付 190  電話：0538-34-8986 

  会場責任者：遠藤 正人（磐田ボーイズ）  携帯：090-1833-3113 

 

 Ｂ：浜松市天竜球場 住所：浜松市天竜区船明 2660 電話：053-925-8061 

  会場責任者：大塚 尚弘（磐田ボーイズ）  携帯：090-1419-5047 

 

 Ｃ：袋井高校  住所：袋井市愛野 2446-1 

  会場責任者：山本 保則（磐田ボーイズ）  携帯：090-4863-6973 

 

 



 

 

１ 磐田ボーイズ   1日目    2日目 

 （静岡県支部） 

        7/29 城山 Ａ－3 13時 00分 

２ 豊田ボーイズ  

 （愛知県西支部） 

      7/29 城山 Ａ－1  9時 00分 

３ 静岡葵ボーイズ 

 （静岡県支部） 

        7/30 城山 Ａ－1 9時 00分 

４ 東三河ボーイズ 

 （愛知県東支部） 

      7/29 城山 Ａ－２ 11時 00分     

５ 愛知刈谷ボーイズ 

 （愛知県西支部） 

     7/29 城山 Ａ－4 15時 00分 

６ 愛知守山ボーイズ 

 （愛知県西支部） 

      7/29 袋井高校 Ｃ－１ 9時 00分  

７ 伊豆ボーイズ 

 （静岡県支部） 

            7/30 城山 Ａ－３ 13時 00分 

８ 岡崎中央ボーイズ 

 （愛知県東支部） 

      7/29 天竜 Ｂ－１  9時 00分 

９ 富士ボーイズ 

 （静岡県支部） 

     7/29 天竜 Ｂ－３ 1４時 00分 

１０ 愛知木曽川ボーイズ 

 （愛知県西支部） 

      7/29 天竜 Ｂ－２ 11時 00分 

１１ 駿東ボーイズ 

 （静岡県支部） 

       7/30 城山 Ａ－２ 11時 00分 

１２ 中京ボーイズ 

 （愛知県西支部） 

      7/29 袋井高校 Ｃ－２ １１時 00分 

１３ 菊川ボーイズ 

 （静岡県支部） 

         

１４ 横浜港北ボーイズ 

 （神奈川県支部） 

 

不参加 不戦敗 



 

 

支部名 静岡県支部  支部名 愛知県西支部 

チーム名 磐田ボーイズ  チーム名 豊田ボーイズ 

代表 鈴木 毅  代表 田畑 良一 

監督 内藤 雅人  監督 瀬谷 博之 

コーチ 青島 正人  コーチ 釜田 尚毅 

マネージャー 山崎 彬  マネージャー 安部 隆信 

背番号 選手名 学年  背番号 選手名 学年 

主将 22 関宮 楓馬 3年  主将 10 清田 紘平 3年 

 1 篠原 大空 2年   0 浅井 豪太 3年 

 2 佐藤 琉生 2年   1 杉山 琉久 3年 

 3 永井 元気 1年   3 多和田 敢太 3年 

 4 高橋 倭都 1年   4 御沓 祥太 2年 

 5 原田 ｻﾑｴﾙ 2年   5 武藤 泰伸 3年 

 7 倉嶋 拓実 1年   6 本田 尚基 2年 

 9 池田 真之助 1年   7 増井 玄太 3年 

 10 伊藤 瑛司 2年   8 好田 凌 3年 

 11 竹下 夢真 1年   15 辻 裕太 2年 

 15 長島 秀悟 2年   18 石川 智暉 2年 

 16 中野 翔太 3年   22 藤田 大翔 2年 

 20 寺田 亜喜 2年   23 庄本 丈眞 3年 

 21 山本 和輝 1年   32 杉浦 慶 3年 

 28 山本 陸来 3年   34 田野 湧大 3年 

 29 鈴木 結貴 3年   44 影山 慎悟 2年 

 32 遠藤 涼暉 3年   77 小林 空 2年 

 33 河合 拓摩 3年      

 36 片岡 昂大 3年      

 38 高橋 大輔 3年      

 39 相羽 寛太 3年      

 40 尾崎 一真 3年      

 44 吉岡 優 3年      

 51 西川 弘純 3年      

 55 大手 穣 3年      

         

支部名 静岡県支部  支部名 愛知県東支部 

チーム名 静岡葵ボーイズ  チーム名 東三河ボーイズ 

代表 宮本 博之  代表 榎本 順一 

監督 高柳 清彦  監督 牛山 猛 

コーチ 池谷 謙太  コーチ 角廣 浩二 

マネージャー 川端 夏樹  マネージャー 遠藤 悟 

背番号 選手名 学年  背番号 選手名 学年 

主将 4 平岩 謙信 ３年  主将 17 松尾 駿平 3年 

 2 加藤 大貴 １年   3 鈴木 駿 3年 

 5 山下 恒明 １年   5 小林 悠真 ２年 

 6 芳村 健太 １年   7 早川 駿 3年 

 7 岡野 修汰 ２年   9 藤川 広樹 3年 

 8 近藤 遼太郎 １年   10 佐藤 拓大 3年 

 9 小山 大誠 １年   11 瓜生 開成 ２年 

 11 榊 優月 ２年   14 井下 祐輝 ２年 

 12 吉田 柊威 ２年   16 六車 壮志 ２年 

 13 高橋 聖 ２年   23 榊原 怜弥 3年 

 14 佐野 海樹也 ２年   55 中川 拓真 3年 

 18 持山 仙史郎 ２年      

 23 大畑 滉樹 ２年      

 24 兵庫 悠真 １年      

 33 荒木 良太 １年      

 44 川端 慶 ２年      

 47 高柳 優輝 ２年      

         

         

         

         

         

         

         



 

 

 

支部名 愛知県西支部  支部名 愛知県西支部 

チーム名 愛知刈谷ボーイズ  チーム名 愛知守山ボーイズ 

代表 神谷 貴雄  代表 牧野 義人 

監督 西川 浩司  監督 野村 行雄 

コーチ 村瀬 雅士  コーチ 宇榮原 晃 

マネージャー 奥村 智浩  マネージャー 三田 智明 

背番号 選手名 学年  背番号 選手名 学年 

主将 10 梶野 圭二郎 3年  主将 20 日比野 愛矢 3年 

 1 武山 哲大 3年   1 藤田 晃輝 3年 

 2 榊原 和真 3年   2 寄田 純平 3年 

 3 首藤 有登 3年   3 小澤 奏太 3年 

 5 阿部 太紀 3年   4 紙谷 崇司 3年 

 6 佐瀬 吏 3年   5 岡本 皐汰 3年 

 7 泉野 魁斗 3年   6 高橋 拓也 3年 

 8 奥田 智也 3年   7 早川 憲伸 3年 

 11 久保木 慧 3年   22 南 潤哉 3年 

 13 前田 丞 3年   24 三田 大雅 3年 

 16 中橋 瞭 3年   29 塚本 要将 3年 

 17 塩谷 松平 3年   31 豊嶋 駿介 3年 

 18 吉原 捷 3年   34 細井 陽平 3年 

 28 川畑 俊介 3年   35 阪上 惟織 3年 

 29 青木 駿知 3年   56 久保 浩志 3年 

 34 反頭 瑚桜 3年   61 塚田 宏祐 3年 

      77 田代 陽基 3年 

      99 的野 光記 3年 

         

         

         

         

         

         

         

支部名 静岡県支部  支部名 愛知県東支部 

チーム名 伊豆ボーイズ  チーム名 岡崎中央ボーイズ 

代表 島田 浩  代表 山本 敏彦 

監督 清水 年長  監督 川石 隆由 

コーチ 杉山 正則  コーチ 勝田 栄二 

マネージャー   マネージャー 中村 貴之 

背番号 選手名 学年  背番号 選手名 学年 

主将 19 梅原 捷 ３年  主将 8 中村 康貴 3年 

 0 楢原 颯志  2年   2 田村 怜於 3年 

 1 水野 英 3年   4 籠谷 篤人 3年 

 3 山下 大空 2年   5 福島 悠真 2年 

 5 古川 隼 3年   6 木村 龍一郎 3年 

 6 奥田 真也 2年   7 藤岡 輝也 3年 

 9 太田 開 3年   9 渡邉 太偉志 3年 

 15 佐藤 泰雅 ３年   10 都築 輝慶 3年 

 18 山岸 蓮 ３年   11 柳田 圭偉 3年 

 23 佐藤 太海 ２年   14 早川 巧馬 3年 

 27 鈴木 悠介 ３年   18 児玉 悠生 3年 

 31 高島 圭志 ３年   19 牧野 虎太郎 3年 

 46 野島 光起 ３年   26 天野 圭都 3年 

 53 本間 翔大 ２年   31 齊藤 勇磨 3年 

 55 米田 泰河 ２年   55 大河内 晟次 3年 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



 

支部名 静岡県支部  支部名 愛知県西支部 

チーム名 富士ボーイズ  チーム名 愛知木曽川ボーイズ 

代表 瀧澤 広行  代表 大迫 英紀 

監督 藤田 勝昭  監督 鈴木 俊雄 

コーチ 冨岡 洋二  コーチ 中島 敏博 

マネージャー 瀧澤 将美  マネージャー 原田 英明 

背番号 選手名 学年  背番号 選手名 学年 

主将 49 大橋 琉也 3年  主将 18 原田 夏希 ３年 

 2 古屋 匠朗 1年   ２ 時田 千輝 ３年 

 4 音田 晃尚 1年   ７ 槇 陽斗 ３年 

 6 遠野 秀真 1年   11 新名 駿矢 ３年 

 7 佐野 葵 2年   17 牧野 麟 ３年 

 8 深澤 一成 2年   20 浦田 聖也 ３年 

 9 杉山 力哉 3年   36 高井 光太郎 ３年 

 12 二見 悠太 1年   41 松山 雄斗 ３年 

 13 鈴木 大也 3年   52 伊貝 十太郎 ３年 

 14 瀧 絢斗 2年   53 仮屋 優吾 ３年 

 17 宇佐美 皓平 2年   61 栗山 湧 ３年 

 18 木村 成那 2年   66 蟹江 駿輔 ３年 

 19 石川 歩夢 1年      

 20 土屋 叶和 1年      

 23 田中 海久斗 1年      

 24 岩邊 大吾 3年      

 31 石田 侑正 1年      

 38 宮川 裕太 2年      

 41 牧野 天河 1年      

 43 石田 英気 3年      

 55 萩原 寛斗 1年      

 62 庄司 瞬弥 3年      

 82 古牧 立成 2年      

 98 瀧澤 貴大 2年      

         

支部名 静岡県支部  支部名 愛知県西支部 

チーム名 駿東ボーイズ  チーム名 中京ボーイズ 

代表 鈴木 貴司  代表 山口 護 

監督 成田 功治  監督 福長 博幸 

コーチ 澤田 鎮男  コーチ 大矢 康弘 

マネージャー 田代 俊彦  マネージャー 橋本 伸仁 

背番号 選手名 学年  背番号 選手名 学年 

主将 33 加藤 健太郎 3年  主将 10 阪本 乃稀 3年 

 1 室伏 玲蒔 2年   3 渡辺 光咲 3年 

 2 宮崎 新那 2年   4 宮本 光司郎 3年 

 3 加藤 壮人 2年   5 曽根 颯二 3年 

 4 杉山 朋輝 3年   6 平田 響 3年 

 5 池下 大翔 3年   7 荒木 一斗 3年 

 6 田代 賢己 3年   8 中谷 友二 3年 

 7 土屋 陽斗 １年   15 田羽多 秀征 3年 

 8 林 映斗 １年   18 國兼 大聖 3年 

 10 増尾 光暉 １年   21 安藤 昂輝 3年 

 11 島田 陵我 2年   23 奥山 昇吾 3年 

 12 名倉 愛也 3年   24 磯部 玲王 3年 

 13 坂本 誠大 １年   55 小瀬 舜 3年 

 18 池下 翔史 １年      

 19 服部 晟矢 3年      

 21 鳥澤 颯月 3年      

 22 小西 智喜 1年      

 24 井深 竜 3年      

 25 加藤 慎之介 1年      

 27 川島 慶久 1年      

 31 野木 龍弥 3年      

 51 飯田 雄清 1年      

 55 勝又 愛斗 3年      

         

         

 



 

支部名 静岡県支部  支部名 神奈川県支部 

チーム名 菊川ボーイズ  チーム名 横浜港北ボーイズ 

代表 池田 竜司  代表  

監督 鈴木 泰久  監督  

コーチ 栗田 弘基  コーチ  

マネージャー   マネージャー  

背番号 選手名 学年  背番号 選手名 学年 

主将 5 戸塚 愛斗 3年  主将    

 0 横山 颯 3年      

 1 木野 飛雄馬 3年      

 2 乗松 勇哉 3年      

 3 金沢 圭祐 3年      

 4 増田 康佑 3年      

 6 神谷 侑征 3年      

 7 原田 航聖 3年      

 9 伊藤 勇利 3年      

 11 橋本 陽向 3年      

 14 黒田 流聖 3年      

 18 進士 怜益 3年      

 19 戸塚 拓瑞 3年      

 21 加藤 永悟 3年      

 23 松下 恵大 3年      

 24 赤堀 結飛 3年      

 25 植原 龍人 3年      

 26 後藤 陸 3年      

 33 水野 太一 3年      

 37 神谷 新 3年      

 52 杉山 和希 3年      

 54 古川 正悟 3年      

 66 漢人 律輝 3年      

         

  



 

ボーイズリーグ（公益財団法人 日本少年野球連盟）とは 
 

日本少年野球連盟について 
 

 日本少年野球連盟 (愛称：ボーイズリーグ) は 2013年 1月内閣府より公益財団法人の認定を受け、正式名

称が公益財団法人日本少年野球連盟に変わりました。 

  これは永年の頑張りが評価されたもので、当連盟では 2013年を再出発の年と位置付け、さらなる飛躍を目指し

ています。 

  日本少年野球連盟のスタートは 1970年。 最初はわずか 28 チームという一握りの小さな集団でしたが、いまでは

北から南まで 39支部、小・中学生の部併せて約 741 チームの大きな組織に発展しました。 

 

 ボーイズリーグは、創立以来」野球を愛好する少年たちに正しい野球のあり方を指導し、野球を通じて次代を担う少

年の健全育成を図る」ことを目的に掲げ、活発な活動を展開しています。 

  そしてその活動内容は毎年、春と夏に全国大会を開催する他、世界少年野球大会、日中、日韓親善試合などの

海外交流にも力を入れており、各ブロックでの地区大会は年間 227大会にも及んでいます。 
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