
 
ベルメゾンプレゼンツ 

第６回学童軟式野球全国大会ポップアスリートカップ 
代表者会議（南東北版） 

 

要チェック！！ 

ポップアスリートカップ運営本部 
http://hyogo.pop.co.jp/popathletecup 

ポップ係長 のブログが８００回を超えました。皆様コメントお願いします。   
ポップアスリートfacebook  http://www.facebook.com/popathlete 

facebook上でポップ係長と友達になってください。 http://www.facebook.com/popkk 
ツイッターもフォローしてください   http://twitter.com/pop_kk 

検索は全て【 ポップ係長 】  



実行委員長 挨拶 
 

チーム関係者各位 

 

皆様におかれましては日々ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

ポップアスリートカップは、昨年東日本大震災の影響を受けながらも多くの方のご協力の下、 

無事昨年12月節目の第５回大会を終えました。 

 

第5回大会で初めて参加チームも１，０００を超え、非常に大きな大会へと成長して参りました。 

 

特に震災の被災地区も一部参加した東北地方からの参戦は、運営する我々に勇気を与えてくれるものでした。 

そして更なる「学童野球選手の夢の拡大」に向けて大会を運営していく所存です。 

 

そこで毎年お願いしている事ですが、大会参加チームの皆様がポップアスリートの本来の主旨である、「サイト利用の活性化」を行っ
て頂く事もお願いしないといけません。 

 

また今年からは、大会参加同意書をご用意致しました。 

これは参加頂くチームの皆様に、「大会に参加しているのだ」という意識を高めて頂き、 

一緒に大会を作っていくという思いを共有させていただきたいためです。 

そして皆様にとって、より有意義な情報をインターネットを通じご提供をしたいという思いに他なりません。 

 

参加チーム、協力企業、ポップアスリートの全てが大会を通じ「感謝・喜び」を共有できるよう努力する所存です。 

何卒ご理解の上、ご参加いただけますようお願い申し上げますと共に、開催に際してのご挨拶に代えさせて頂きます。 

 

学童軟式野球全国大会ポップアスリートカップ実行委員会 

委員長 伊藤浩 

主幹企業：ペタビット㈱代表取締役 
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ポップアスリートについて 
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※ ポップアスリートカップ運営本部ページ 
http://hyogo.pop.co.jp/popathletecup 

ポップアスリートカップの運営費は、ポップアスリート全体を支援してくださる企業スポンサーにより成り立っております。 

毎年のことではありますが、一般の企業からのご支援は頂きにくい状況となっており、この第６回大会の開催も非常に厳しい状況下での運営となってございます。 

そこであらためてポップアスリートの主旨を皆様とご確認させて頂きたく存じ上げます。 

 

『ポップアスリートとは「少年野球の情報の一元化」を目指し、それにより少年野球全体を盛り上げていきたいと考え立ち上げたプロジェクトです。 

そしてポップアスリートカップとは、大会を通して、皆さんにサイトを知ってもらい尚且つ利用していただくことを目的とした大会です。 

第６回大会を迎え、今大会はサイト利用促進を強化し当初の目的に近づけるようにしていきたいと考えております。 

大会参加チーム数も年々増加しておりますので、サイトのご利用が一切ないチームに関しましては大会参加をお断りする場合もございます。 

何卒ご理解のほどよろしくお願いします。』 

 

ポップアスリートの活用の１つとして、今回も大会参加条件にはポップアスリートサイトへのメンバー登録１０人制を必須とさせて頂きました。 

しかしそれだけではチームの皆様の利用促進にはつながらないと考え「チームポイント制」を実施しています。このポイントはチームに必要な賞品の交換を可能としており、
昨年も多くのチームがボールやネットを無料でゲットされました。 

また学童野球に携わる多くのご家庭にとって有効的な商品の販売も行なっております。 

 

今後もポップアスリートにご期待ください。 

 

【メンバーの特典】 

・チーム運営におけるチーム内コミュニケーションの円滑化 

・個人に貯まるポイントの獲得 

・チームに還元されるポイントの獲得 

・チーム関係者にとってためになる情報コンテンツの提供 

 

ポップアスリートに関するご意見ご要望は、ポップ係長宛にお送りください。 inquiry@pop.co.jp 

皆様のご理解・ご協力を何卒お願い申し上げます。 

あらためまして 

mailto:inquiry@pop.co.jp


★第１回大会 参加143チーム 『野球に垣根は無い！』 
2007年7月13日~12月1日 
大会名誉会長：星野仙一氏（現楽天イーグルス監督）  
決勝戦 12月1日 京セラドーム大阪 
優勝 大阪スラッガーズ（南大阪） 準優勝 新芦屋ドラゴンズ（北大阪） 
 
★第２回大会 参加416チーム 『とことん勝負にこだわろう』 
2008年4月12日～9月28日 
大会名誉会長：星野仙一氏（現楽天イーグルス監督）  
【関東】【関西】【四国】 
・全国大会8月29・30日 大阪舞洲スポーツアイランド 
・決勝戦 9月28日 京セラドーム大阪 
優勝 野洲キッドスポーツ少年団（滋賀） 準優勝 新芦屋ドラゴンズ（大阪） 
 
★第３回大会 参加701チーム 『激闘、再び』 
2009年5月30日～11月22日 
大会名誉会長：古葉竹織氏（元広島・大洋監督） 
大会会長   ：高代延博氏（現オリックス一軍ヘッドコーチ）  
【関東】【関西】【四国】【東海】【中国】 
・全国大会11月21・22日 みなと堺グリーン広場 
・決勝戦 11月22日京セラドーム大阪 
優勝 名古屋平針HBC少年野球クラブ（愛知） 準優勝 物部少年野球団スターズ（滋賀） 
 
★第４回大会 参加921チーム 『野球に感謝』 
2010年６月５日~11月14日 
大会会長：張本勲氏（プロ野球名球会） 
【北日本】【関東】【関西】【四国】【東海】【中国】 
・全国大会11月13/14日 神戸大学海事科学部 
・決勝戦11月14日 京セラドーム大阪 
優勝 有松ジュニアーズ（愛知） 準優勝 Ｊｒ．愛東スポーツ少年団（滋賀） 
 

★第５回大会 参加1163チーム 『届け、この想い』 
201１年５月５日~1２月２4日 
大会会長：矢野燿大氏（元阪神タイガース） 
【北日本】【北東北】【関東】【関西】【四国】【東海】【中国】【九州】 
・全国大会12月23日 平塚市民グランド 
・準決勝・決勝戦12月24日 横浜スタジアム 

優勝 大阪レッドウイン（大阪） 準優勝 間久里スネークス（埼玉） 
 
東日本大震災の支援大会と位置付け、大会を通し「がんばれ、東北！」プロジェクトを推進。 
義援金を募る活動を年間を行いました。参加した多くのチームも復興への強い気持ちを表すと共に 
野球が出来る喜びを素直に感じる大会となりました。 
大会は予選を通じて地力を見せた南大阪代表レッドウインが優勝を飾った。 4 

ポップアスリートカップ軌跡 



名称  「第６回学童軟式野球全国大会 ポップアスリートカップ」 

主催   ポップアスリートカップ実行委員会 

  企画・運営 ペタビット株式会社（ポップアスリート運営会社） 

協賛   株式会社千趣会、株式会社福屋工務店、株式会社ＮＴＴぷらら、アディダスジャパン、株式会社Ｐ＆Ｐ浜松 他 

後援  テレビ神奈川 

大会会長 矢野燿大（元阪神タイガース） 

参加料 無料 

開催期間 ２０１２年６月９日（土）～１１月下旬予定  

開会式 関西２０１２年６月９日 ほっともっとフィールド神戸（兵庫県）旧スカイマークスタジアム 

  東海２０１２年６月１６日 日本ガイシホール （愛知県名古屋市） 

  関東２０１２年６月２４日 横浜スタジアム（神奈川県）  

  （開会式参加無料） 

地区予選 地区エントリー数により若干の前後はありますが、各地区の期限は厳守してください。  

  ※期限までに消化頂けない場合は両チーム棄権とさせて頂く場合もございます。本部による 

  調整・裁定は行いません。 

参加地域 北海道 １８０ 

  北東北 青森・岩手・秋田 １８０ 

  南東北 宮城・福島・山形 ５８ 

  関東 東・西東京１2１、東・西埼玉６４、神奈川５４、千葉２５、茨城１６、栃木１０、新潟１2 

  東海 愛知５１、岐阜２    

  関西 北・南大阪４８、東・西兵庫７３、滋賀７０、奈良１３、京都１２   

  中国 岡山４０・鳥取２５・広島２１ 

  四国 愛媛３６、徳島５４、高知７４ 

  九州 未定 

   

地方大会 全国大会出場をかけた地方大会 【代表枠：関西２、関東２、東海１、北海道１、四国１、中国１・北東北１・南東北１・九州１】 

全国大会 ２０１２年１１月下旬 関西地区を予定（関東地区になる場合もございます） 

  第５回大会優勝を含む１２チームによるトーナメント方式 

   ※全国大会の遠征費用はチーム負担とさせて頂きます。 

 

参加条件  １．ポップアスリートサイトの登録メンバーが参加承諾を10名以上いただけるチーム  

     ※ご自身のチームがまだ完了していない可能性のあるチームさんは必ず事務局にご確認ください！！ 
  ２．エントリー時にご確認頂いた、大会主旨をご理解頂けるチーム 

  ３．対戦期限を厳守できるチーム 

  ４．「対戦予定の入力」「試合終了3日以内に結果入力」「対戦コメント入力」を行う等、大会の運営に協力頂けるチーム 

  ５．大会参加中主催者が撮影した画像や映像の提供を許諾いただけるチーム。 
5 

第６回大会概要 



大会規則 
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お問い合わせ先 
ポップアスリートカップ実行委員会本部 
連絡先 

メール cup@pop.co.jp 
ＴＥＬ ０７８－２００－２０２２ (ペタビット㈱代表） 

【受付時間：月～金】 ９：００～１８：００ 

 
1. この大会の競技規則は当該年度「公認野球規則」及び｢全日本軟式野球

連盟競技者必携・学童野球の関する事項｣及び下記細測により試合を行う
。ただし大会特別規定を設けた事項に関しては、その規定を優先とする。  

2. ベンチにはチーム代表者1名、監督1名、コーチ2名・スコアラー1名、登録選
手20名以内とする。また介護員として未登録者1名のベンチ入りを認めること
とする。 

 ※「POP ATHLETE（ポップアスリート）」管理画面より選手の追加・変更登
録を行ってください。 

3. 選手が試合に臨む時は統一したチームのユニフォーム・帽子を着用しなければ
いけない。アンダーウェア等の襟の有無については不問。 

4. 基本、組合せ番号の若いチームが、ホーム（責任）チームとなり試合会場を
提供し、ベンチは1塁側・3塁側を選択自由とする。  

 そして試合会場を提供した責任チームが、主審1名・塁審１名、ライン引き、
ベース、試合球4球の用意を行う。ビジターチームは2名塁審を行う。 

 ※但し、双方協議の上、合意した場合は変更可能とする。 
 ※ビジターチームは責任チームに対して試合で使用したボール2球を新球と交

換してあげてください。（先に譲渡してもよい） 
5. 当日出場選手全員の氏名を記載したメンバー表を試合開始前に両チームの

代表選手が交換しその際に攻守の決定を行う。 
6. 試合は7回とし、1時間30分以降は新しいイニングには入らない。決められた

回数、時間内で勝敗の決しない時は、特別ルールで勝敗を決める。 特別ル
ールは1回とし（ノーアウト満塁、打順は前イニングの打順を継続 例：前イ
ニングが8番までで終了。延長は９番から、ランナーは三塁に６番、二塁に７
番、一塁に８番とし、最終メンバーで同一の条件）進行する。 特別ルールに
て勝敗を決しない場合は最終守備のメンバー9名で守備位置の若い順による
抽選で勝敗を決する。（例：最終の守備位置がピッチャー、キャッチャー、ファ
ースト～）地方大会、全国大会を除き、抽選方式は対戦チーム同士の協議
による決定を認める。  

7. 全試合は得点差によるコールドゲームを採用する。3回15点、4回10点、5
回以降は7点差を採用。 

8. 降雨、落雷等により試合を中止した場合、4回終了時点で成立する。 
9. 上記取り決めに関わらず、当日の球場使用許可時間に制限がある場合は、

大会本部又は担当役員の判断及び両チームの監督の同意により、試合成
立後の時間を短縮することができる。 

10. 小雨の場合でも、日程の都合上又は球場が使用可能な状態の場合は試合
を行う。 

11. 大会使用球は連盟公認Ｃ号球及び1試合内で使用する試合球は同一メー
カーの球を使用する。  

12. 捕手は必ずマスク、レガース、プロテクター、捕手用ヘルメットを着用すること。 

 
13. 打者、走者、ベースコーチ、次打者は必ずヘルメットを着用すること。  
14. ボークは１回目より適用する。 アドバンテージルールの適用 
15. 監督、コーチは次の場合を除きベンチから出てはいけない。 選手交代、又はタイム

を求め、そのタイムが審判員に認められた場合。 審判員から招致を受けた場合。 
尚、抗議できるのは監督のみとする。但しルールの確認行為のみとする。  

16. どんな理由があろうと相手チームのプレイヤー及び審判員に対し、悪口、暴言を吐
くことを禁ずる。 

17. 選手、応援団の行動については、当該チームが一切の責任を負うものとする。 
18. 試合におけるトラブル等は主審又は審判部の決定に従うこと。  
19. その他、運営面におけるトラブル等は本部役員又は担当役員の決定に従うこと。 
20. グラウンドで発生した負傷等は、主催者では応急処置をする他は一切その責任

は持たない。従ってチームの責任者又は保護者がその後の処置に関わる責任を
持つこと。（必ずスポーツ保険に加入していること。）  

21. ゴミは各自が必ず持ち帰ること。グランド及び球場周辺は汚さないこと。 
22. 責任者はチームの引率その他すべてにおいて責任を持ち、十分な注意、指導を

払うこと。主催者はその責任を持たない。 
23. 予選対戦期限の遅延における調整は運営本部では一切行わない。 
 

※ ポップアスリートカップ運営本部ページ 
http://hyogo.pop.co.jp/popathletecup 

http://www.pop.co.jp/popathletecup_vol3/guide.php


今後のスケジュールについて メンバー登録～試合～報告 
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※確認 チーム内で10名の大会参加承諾を確保できていないチームは早急にご対応ください。        
状況が不明瞭なチーム様は必ずポップ係長にご確認ください！大会への参加承諾を得られないチーム様はトーナメント確定後に棄権扱いとさせて頂く場合
もございますのでご注意ください。 

『１．連絡先・メンバー登録』 

登録期限は２０１２年7月１７日までに完了してください。次ページ以降の「管理者入力ページ」参照。 両チーム登録完了後対戦交渉が可能となります。対戦相手チーム
と連絡を取り合い、日程、グランドに関する協議を行ってください。連絡先は管理者ログイン後の大会関連ページに表示されます。（次頁に詳細） 

『２．試合日程調整』 ※県大会に関しては自主対戦形式です。 

トーナメントの対戦相手と連絡を取り合い、相互協議の上、試合場所、試合日程を確定し対戦を実施してください。相互審判制とします。（前頁第4項参照）（外部審
判の依頼は自由とします） 試合日程を必ず入力  

★試合の規則についてはＨＰでもご確認いただけます。 

★予選対戦期限にご注意ください。期限を過ぎた場合、どちらか一方のチームが棄権を申し出ない場合は双方棄権となります。余裕を持った対戦調整をお願い致します。 

【対戦期限表】 ※全国代表決定戦については10月20日シェルコム仙台にて実施予定 

 

 

 

 

 

 

 

予選期限や大会情報については「ポップアスリートカップ運営本部」（※１）のカレンダーやＢＢＳに記載します。 

こまめにチェック・カキコミをお願い致します。   

『３．試合実施＆結果報告』 

勝利チームがポップアスリートサイトの管理者メニューから試合結果を登録してください。 

※試合実施日を含む３日以内 （次節対戦日程調整迅速化のため）  

敗退チームは試合についてのコメントが記入可能ですので、試合終了３日後に対戦相手へのメッセージ等を記載してください。 

『４．次節調整』 

ポップアスリートの管理者用ページから、次回の対戦相手をＨＰ管理者ページで確認してください。試合日程上、後から試合結果登録した勝利チームが対戦相手（先に勝利
が確定したチーム）に連絡をお願い申し上げます。 

※1 ポップアスリートカップ運営本部 
http://hyogo.pop.co.jp/popathletecup 

県 参加予定数 代表者会議 
1回戦 
25G 

2回戦 
16Ｇ 

3回戦 
8Ｇ 

4回戦 
4G 

準決勝 決勝 

宮城・福島・山形 57 7月21日 8月19日 9月9日 9月30日 10月14日 10月20日 
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管理者入力マニュアル 

連絡先、代表者、選手登録 
7月24日ＡＭ１１：５９期限 
次ページに詳細 

対戦相手の連絡先はここに 
表示されます。 
また対戦予定日程の入力、 
試合結果入力を行います。 
試合前は予定・試合後は 
結果を入力してください。 
次々ページに詳細 

管理者トップページに左記 
リンクがあります 

前提条件：ここから以下は大会参加承諾（メンバー）１０名以上のチーム様が対象。 

※管理者ログイン出来る方のページです。メンバーログインでは表示されません。 
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管理者入力マニュアル （参加者登録） 

チーム連絡先の入力 
対戦相手との連絡先となります。連絡のつきやすい
携帯番号や携帯メールをお間違えの無いよう入力
願います。 

チームスタッフ 
入力 
代表者1名・監督1名・ 
コーチ2名・スコアラー1名 

大会登録 
選手の入力 

※チームプロフィールで「選手登録」や「コーチ登録」を
していると選択ができます！ 
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対戦前に必ず『対戦日程』 
『対戦場所』を入力。 
※入力ルール：連絡先を後から入力された
チームが予定入力してください。 
２回戦以降は、後から進出が確定したチーム
が入力してください。 

対戦実施後、試合結果を 
勝利チームが必ず入力する。 
試合のコメントは両チームいれてください！ 

試合実施日を含む3日以内 

予定入力完了画面 

対戦後結果入力画面 

管理者入力マニュアル （試合日程・結果入力） 

ペタビットベースボール 

登録メンバー確認表 
（※一般的なメンバー表ではありません。） 
 
ポップアスリートカップは登録メンバーの入れ替
えが可能です。 
対戦時に相手チームと交換してください。 
トラブルを回避するための登録メンバーの確認
用資料です。 

対戦相手の連絡先が表示さ
れていたら必ず連絡すること!! 
1回戦のみ若番チームから！ 

構いません！ 



ポップアスリートＮｅｗｓ  

ポップアスリート公式スコアブック ※大会利用可能 
６月１日リリース 

メンバーマイページ 
利用頻度に応じて個人にポイントが貯まります。 

大会の試合結果は試
合会場でリアルタイム
入力。お家に帰ってス
コアポップからポップア
スリートチームサイトの
試合結果に即反映し
ます。 
もちろん通常の試合か
らも利用できますので、
チーム・選手の成績管
理は、後でスコア担当
の方による集計の手
間はありません。 

オリジナル野球カード プロ野球選手のよ
うなオリジナルカー
ドが作れます。 
子供さんよりもチー
ムの指導者さんが
名刺変わりに作成
されるケースが多い
ようです。 
 
優勝した記念品。 
新たにチームに入
部した方にプレゼン
トして入部促進策
などなど。 
 
使い方は自由です。 
 
カードサンプルは
ポップ係長にお声
がけください。数に
限りがありますがお
渡しします。 

洗剤イロイロ 
つけておくだけでスッキリ綺麗に
なる泥スッキリやウタマロ石鹸の 
ページでは特別価格で購入も
できます。 

※ポップアスリートはチームの利用頻度に応じてポイントが貯まります。 
貯まったポイントはボールやコールドスプレーに交換可能です 



参加チーム 
1 小牛田フレッシュファイヤーズ 宮城県遠田郡美里町 美里町スポーツ少年団 

2 宮崎リトル山王 宮城県加美郡加美町 加美町スポーツ少年団 

3 中新田ベースボールクラブ 宮城県加美郡加美町 加美町スポーツ少年団 

4 横倉少年野球クラブ 宮城県角田市 宮城県スポーツ少年団 

5 臨空ルーキーズ 宮城県岩沼市 アイビーエーボーイズ宮城支部 

6 新城小野球部 宮城県気仙沼市 
宮城県軟式野球連盟気仙沼・本
吉支部 

7 中井小学校少年野球クラブ 宮城県気仙沼市 
宮城県軟式野球連盟気仙沼・本
吉支部 

8 七ヶ浜ヤンキーススポーツ少年団 宮城県宮城郡七ヶ浜町 
七ヶ浜ヤンキーススポーツ少年
団 

9 高城少年野球 宮城県宮城郡松島町 松島町スポーツ少年団 

10 利府館山野球スポーツ少年団 宮城県宮城郡利府町 宮城県スポーツ少年団 

11 館スポーツ少年団 宮城県黒川郡大和町 宮城県黒川支部 

12 小野小ジュニアウイングス 宮城県黒川郡大和町 黒川支部 

13 富谷スーパーキッズ 宮城県黒川郡富谷町 黒川連盟 

14 東向陽台スカイラーク 宮城県黒川郡富谷町 南東北地区 

15 成田オーシャンイーグルス 宮城県黒川郡富谷町 
宮城県スポーツ少年団富谷少年
野球連盟 

16 船迫小フェザンツ 宮城県柴田郡柴田町 南東北ポップアスリート 

17 湊ビッグウェーブ 宮城県石巻市 宮城県スポーツ少年団 

18 稲井マックス 宮城県石巻市 石巻市スポーツ少年団 

19 中津山ツイスターズ 宮城県石巻市 石巻市スポーツ少年団 

20 
宮城ジュニアドリームズ（チーム
Ｂ） 

宮城県仙台市宮城野区 南東北ポップアスリート 

21 燕沢少年野球クラブ 宮城県仙台市宮城野区 仙台市スポーツ少年団 

22 枡江小アストロズ 宮城県仙台市宮城野区 宮城野区少年野球連盟 

23 岡田小クラブ 宮城県仙台市宮城野区 宮城県野球協会 

24 榴少年野球クラブ 宮城県仙台市宮城野区 仙台市少年野球連盟 

25 福室キット少年野球クラブ 宮城県仙台市宮城野区 宮城野区少年野球連盟 

26 
宮城ジュニアドリームズ（チーム
Ａ） 

宮城県仙台市宮城野区 仙台市スポーツ少年団 

27 古城バンディッツ 宮城県仙台市若林区 若林区少年野球連盟 

28 浮島サザンカジュニアーズ 宮城県 多賀城市 宮城県スポーツ少年団 

29 連坊ジャスティス 宮城県仙台市若林区 若林区少年野球連盟 

30 広瀬スポーツ少年団 宮城県仙台市青葉区 スポーツ少年団 

31 川平ストロングパワーズ 宮城県仙台市青葉区 仙台市スポーツ少年団 

32 荒巻少年野球クラブ 宮城県仙台市青葉区 仙台市スポーツ少年団 

33 南光台少年野球クラブ 宮城県仙台市泉区 仙台市スポーツ少年団 

34 泉・パークタウン・スプリングス 宮城県仙台市泉区 仙台市少年野球連盟 

35 いずみスカイヤーズ 宮城県仙台市泉区 仙台市スポーツ少年団 

36 八乙女小少年野球クラブ 宮城県仙台市泉区 南東北 

37 将監イーグルス 宮城県仙台市泉区 仙台市スポーツ少年団 

38 市名坂クラブ 宮城県仙台市泉区 仙台市スポーツ少年団 

39 西中田ゴールデンアクロス 宮城県仙台市太白区 西中田ゴールデンアクロス 

40 八本松ベアーズ 宮城県仙台市太白区 南東北ポップアスリート 

41 太白ジュニアメッツ 宮城県仙台市太白区 南東北ポップアスリート 
42 袋原スポーツ育成会 野球部 宮城県仙台市太白区 宮城県スポーツ少年団 
43 西多賀少年野球スポーツ少年団 宮城県仙台市太白区 仙台市スポーツ少年団 

44 東長町スワローズ 宮城県仙台市太白区 仙台市少年野球連盟 

45 少年野球鹿野クラブ 宮城県仙台市太白区 仙台市少年野球連盟 

46 長町南ライオンズ 宮城県仙台市太白区 仙台市少年野球連盟 

47 仙台エボリューション 宮城県仙台市太白区 
仙台市スポーツ少年団・仙台市
少年野球連盟 

48 田尻ファイターズ 宮城県大崎市 宮城県スポーツ少年団大崎支部 

49 加賀野ジュニアハリケーン 宮城県登米市 登米市スポーツ少年団 

50 柳津ビックパワーズ 宮城県登米市 宮城県スポーツ少年団 

51 赤井ビクトリースポーツ少年団 宮城県東松島市 宮城県スポーツ少年団 

52 大曲ドリームズ 宮城県東松島市 東松島市スポーツ少年団 

53 館腰ブラックホークス 宮城県名取市 名取市少年野球育成会 
54 亘理スリッカーズ（チームＡ） 宮城県亘理郡亘理町 宮城県軟式野球連盟 

55 福島ヴィクトリー 福島県福島市 福島ヴィクトリー 

56 レッドイーグルス 福島県相馬市 福島 

57 中山ジュニア野球スポーツ少年団 山形県東村山郡中山町 
山形県スポーツ少年団東南村山
支部野球部会 


