
大会当日 運営の流れ

第１０回小学生教育リーグ大会

（2009年5月3日）



受付開始 ７：４５

組み合わせ抽選 ８：００

集合 ８：２０

開会式 ８：２５

第１試合 ９：００～

第２試合 １０：００～

第３試合 １１：００～

第４試合 １２：００～

（Ａコートのみタイブレーク）

※この間Ｂコートは休憩

第５試合 １３：３０～

第６試合 １４：３０～

集合 １６：００

閉会式 １６：０５

解散 １６：２５

16:50 受付開始（集金）

17:00 委員長挨拶 津田委員長

17:05 乾杯 丸本副委員長

17:05～18:00 ご歓談（55分）

18:00 優勝 曰佐 林コーチ

準優勝 今光 高田監督

粕友会 長者原 松井監督

粕友会 内橋 寺村監督

春日市 須玖第三 友廣監督

南区 老司 丸本監督

南区 柏原 内田監督
　
南区 横手 久保監督

18:35～18:50 ご歓談（15分）

18:55 閉会挨拶 津田委員長

博多一本締め 林コーチ

19:00 解散

大会 横手小学校グラウンド 懇親会 横手公民館



＜前提＞ 　　◆　同一リーグに所属する参加チームはA、Bそれぞれのパートに分け、初戦から当たらないように配慮する

対象： （南リーグ）　 曰佐 （糟屋ジュニアリーグ） 内橋
横手 長者原

　　◆　横手を「A-①」、曰佐を「B-⑤」とする

第一試合 第一試合
①横手 ② ⑤曰佐 ⑥

第四試合 Aパート 第三試合 第四試合 Bパート 第三試合

④ ③ ⑧ ⑦
第二試合 第二試合

準備するもの 　封筒   ②～④、⑥～⑧の番号を記した番号札を入れておく　（計６枚）
⇒それぞれ1枚を茶封筒に入れて本部机上に並べる　（Ａパート、Ｂパートで各３枚づつまとめて置く）

ステップ１ 　「内橋」、「長者原」でジャンケン

ステップ２ 　ジャンケン勝者は、ＡパートかＢパートを選択の上、封筒を一枚引く　（３箇所目が決定）

ステップ３ 　続いて、ジャンケン負者は、勝者が選ばなかったパートの３封筒の中から一つを引く　（４箇所目が決定）

ステップ４ 　残った四つの封筒を集める（Ａパート、Ｂパートが混在するように）

ステップ５ 　残った４チームがジャンケンで勝ったものから順番に封筒を引く　（残り４チームの場所が順次確定）

【組み合わせ抽選方法】



① ② ステップ１

③ステップ３ ④ステップ５

抽選風景 （当日 ８：００）

決まった順に貼り付け



（１）抽選会でチームの場所が決まり次第、その場でチーム名と審判チーム名を

記した紙を貼り付けていく （Ａパート、Ｂパートそれぞれに２つづつ作る）

（２）Ａパート、Bパート各２個づつ作成

（３）本部席にＡ、B各１個づつ立てかける

（４）各コートには各パート用のみを立てかける（もしくはネットに引っ掛ける）

対戦表（ボード）

（１）抽選会でボードを完成させる ボードを本部席と各コートへ ※下記はＢコート



１． 選手整列

２． 開会宣言 副委員長 丸本 英生

３． チーム紹介

４． 大会委員長挨拶 委員長 津田 満

５． 競技諸注意 横手ｻﾝﾀﾞｰｽ 佐々木龍一

６． 選手宣誓

７． 選手退場

８． 始球式 委員長 津田 満

開会式次第 ※丸本監督への事前依頼



開会式風景 （当日 ８：３０）

横手はホストチームとして一番右端（1塁より）
後は、対戦表②⇒⑧の順に左側（３塁側）から並ぶ

横
② ⇒ ⑧

手

３塁側から名前を呼ばれボールまで前進

競技上の注意のみならず、ピロティ、駐車場、喫煙
に関する諸注意も （元ＰＴＡ会長）



１． 成績発表

２． 表彰 （チーム） 委員長 津田 満

（選 手） 副委員長 丸本 英生

３． 講評 理事 高田 光義

４． 閉会宣言 理事 内田 佳穂

５． 選手解散

閉会式次第 ※高田監督、内田監督への事前依頼

※閉会式前に各監督より最優秀選手の

名前を提出してもらう

※駐車場にて懇親会出席者を公民館へ誘導



閉会式風景 （当日 １６：００）

懇親会風景 （当日 １７：００）

サンダース7名を含め34名の監督・コーチ



第１試合 ９：００～
①（横手） ｖｓ ②（今光） 主審、塁審、記録

③（内橋）
第２試合 １０：００～
③（内橋） ｖｓ ④（柏原） 主審、塁審、記録

①（横手）
第３試合 １１：００～
②（今光） ｖｓ ③（内橋） 主審、塁審、記録

④（柏原）

第４試合 １２：００～
④（柏原） ｖｓ ①（横手） 主審、塁審、記録

②（今光）
タイブレーク
（横手） ｖｓ （今光） 主審、塁審、記録

（柏原）

第５試合 ５位決定戦 １３：００～
＜１塁側＞ ＜３塁側＞
○（内橋） ｖｓ ●（長者原） 主審Ａ1位（今光）
Ａパート３位 Ｂパート３位 塁審Ａ2位（横手）

１ 対 ０ 記録Ａ１位(今光)

第６試合 決勝戦 １４：００～
＜１塁側＞ ＜３塁側＞
●（今光） ｖｓ ○（曰佐） 主審Ａ３位（内橋）
Ａパート１位 Ｂパート１位 塁審Ａ４位（柏原）

記録Ａ３位（内橋）

【Ａコート順位】

１位 今光（１勝１分け）
２位 横手（１勝１分け）
３位 内橋（１勝１敗）
４位 柏原（２敗）

本部席用 管理シート（Ａコート）

Ａコート

②①

③④

第１試合

第２試合

第
３
試
合

第
４
試
合

【横 手】 【今 光】

△ △

■パート１位、２位同率時は
タイブレーク（最大２回まで）
■パート２位、３位、または３位、４位
同率時は失点差
■全チーム同率時は本部に確認

【柏 原】 【内 橋】

（ １ 対 １ ）

（ １ 対 ５ ）

（
４

対

２

）

（
４

対

３

）



第１試合 ９：００～
⑤（曰佐） ｖｓ ⑥（老司） 主審、塁審、記録

⑦（長者原）
第２試合 １０：００～
⑦（長者原）ｖｓ ⑧（須玖第三） 主審、塁審、記録

⑤（曰佐）
第３試合 １１：００～
⑥（老司） ｖｓ ⑦（長者原） 主審、塁審、記録

⑧（須玖第三）

第４試合 １２：００～
⑧（須玖第三）ｖｓ①（曰佐） 主審、塁審、記録

⑥（老司）
タイブレーク
なし

第５試合 ７位決定戦 １３：００～
＜１塁側＞ ＜３塁側＞
○（須玖第三）ｖｓ ●（柏原） 主審Ｂ1位（曰佐）
Ｂパート４位 Ａパート４位 塁審Ｂ2位（老司）

５ 対 ２ 記録Ｂ１位(曰佐)

第６試合 ３位決定戦 １４：００～
＜１塁側＞ ＜３塁側＞
○（老司） ｖｓ ●（横手） 主審Ｂ３位（長者原）
Ｂパート２位 Ａパート２位 塁審Ｂ４位（須玖第三）

３ 対 ２ 記録Ｂ３位（長者原）

【Ａコート順位】

１位 曰佐 （２勝１）
２位 老司 （１勝１負）
３位 長者原 （１勝１敗）
４位 須玖第三（２敗）

本部席用 管理シート（Ｂコート）

Ｂコート

⑥⑤

⑦⑧

第１試合

第２試合

第
３
試
合

第
４
試
合

【曰 佐】 【老 司】

■パート１位、２位同率時は
タイブレーク（最大２回まで）
■パート２位、３位、または３位、４位
同率時は失点差
■全チーム同率時は本部に確認

【須玖第三】 【長者原】

（ ８ 対 ３ ）

（ ０ 対 ７ ）

（
３

対

０

）

（
８

対

０

）



優勝 曰佐ソフトボールクラブ

準優勝 今光ライオンズ

第三位 老司アーチンズ

第四位 横手サンダース

第五位 内橋ジュニアスラッガーズ

第六位 長者原ジュニアソフト

第七位 須玖第三スポーツ少年団

第八位 柏原ゴールデンシャークス

第１０回 小学生教育リーグ成績


