
主催：オーシャンカップ実行委員会
後援：㈱スポーツランドオーシャンフィールド
協賛：㈱ベースマン・㈱マルヨ今井商事・松村スポーツ社



リトルシニア12チーム（参加チーム）

予選リーグ（1月29日土曜日） 組み合わせ

上段:1塁側ベンチ /下段:3塁側ベンチ
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都道府県 所属支部 チーム名 登録
メンバー

福島 東北支部 郡山リトルシニア P 7

栃木 北関東支部 北部ブロック 足利リトルシニア P 8

栃木 北関東支部 北部ブロック 宇都宮リトルシニア P 9

埼玉 北関東支部 東部ブロック 越谷リトルシニア P10

神奈川 南関東支部 南ブロック 鎌倉リトルシニア P11

神奈川 南関東支部 南ブロック 横須賀三浦リトルシニア P12

茨城 東関東支部 茨城ブロック 常総リトルシニア P13

千葉 東関東支部 千葉ブロック 千葉北リトルシニア P14

山梨 西東京支部 山梨ブロック 南アルプスリトルシニア P15

山梨・東京 西東京支部 多摩北ブロック 山梨都留シニア
東大和シニア（合同） P16

東京 東東京支部 城北ブロック 東京和泉リトルシニア P17

東京 東東京支部 城南ブロック 東京青山リトルシニア P18

試合時間* 第1球場 第2球場 第3球場 第4球場

第1試合 9:30-
11:15

東京青山 千葉北 常総 東京和泉

越谷 宇都宮 鎌倉 足利

第2試合 11:45-
13:30 

横須賀三浦 山梨都留・東大和 南アルプス 郡山

越谷 宇都宮 鎌倉 足利

第3試合 14:00-
15:45

横須賀三浦 山梨都留・東大和 南アルプス 郡山

東京青山 千葉北 常総 東京和泉

◆初日 各チームは指定された野球場に時間厳守で直接集合してください

・シートノック：
第1試合のみ両チームが9：00から行います。また第2試合は開始15分前から試合継続でない
チームのみ実施することとします。なお、第3試合はシートノックを行いません。

・試合開始時刻に関して*：
両チームの準備ができた場合は試合開始時刻を早めることとします。
日照時間が短い為、試合進行に関しては各チームご協力いただきますよう宜しくお願い致します。



第12回 オーシャンカップ争奪野球大会要項
（第12回 関東地域選抜親善野球大会）

1 目的 春季公式戦を前に関東地域から選抜された、より多くのチームと交流するこ
とでチームの状況分析の機会とするとともに、選手、指導者、父母の交流の
場とする。

2 期日 2023年1月28日（土）～2023年1月29日（日）

3 会場 スポーツランド オーシャンフィールド第1,第2,第3球場

• 第1球場 茨城県神栖市柳川3611付近
• 第2/第3球場 茨城県神栖市横瀬1019付近
• 第4球場 千葉県香取郡東庄町笹川い930付近

(株)スポーツランドOCEAN FIELD
茨城県神栖市柳川3889
TEL: 0479-46-1254(代表) / FAX:0479-46-4126
http://www.sp-oceanfield.co.jp/

4 試合方法 1月28日 ： 1グラウンド3チームによる予選リーグ戦（順位決定）
1月29日 ： 1グラウンド3チームによる順位別決勝リーグ戦

5 費用 参加費用： ¥10,000 (1チーム)
宿泊費用： 特別価格 (1人1泊3食 選手,大人同額)

6 表彰 ・優勝、準優勝、第3位
決勝リーグにて決定する

・ベストチーム賞（勝敗ではなく個々の表彰）
実行委員内で決定する
初日対戦相手2チームをアンケート（Good&Bad）をもとに、実行委員会
にて協議してベストチーム賞を決定する。
記述内容は各チーム監督を通して通達する。
※フィードバックについては今後の活動にお役だてください

・最優秀選手賞
各チーム監督推薦で決定
監督から選考基準を発表し、各自チーム審判員が授与する

7 参加
チーム数

12チーム

8 事務連絡会 予選結果報告と翌日の試合会場発表を28日（土）18:00より正面玄関事務室
隣の応接間で開催します。各チーム代表者1名ご参加ください。
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9 その他 1 各チームにて季節的防寒対策を行ってください。（直火厳禁）
2 開会式入場行進で、団旗、プラカードを使用しますので、お忘れない
ようお願い致します。

10 開会式 日時：大会2日目 1月29日（日） 8；00～
場所：第1球場
団旗・プラカード・アップシューズ等をご用意いただき、7:45までに選手（セン
ター前）、指導者（三塁側）、審判員（一塁側）に集合して下さい。

【開会式要綱】
1 選手集合・整列
2 開会宣言
3 選手入場行進
4 優勝カップ返還
5 審判訓示
6 ベストチーム賞・最優秀選手賞授与
7 選手退場

開会式終了後、球場ともに9:30から第1試合を開始します。
タイムスケジュールは1日目と同じです。
決勝リーグは各ブロック1位のうち上位3チームで構成し、交流戦は4位～12位
の成績順に 1ブロック3チームとして総当たり戦を行います。

11 閉会式 決勝リーグの順位の表彰は、各グラウンドにて行います。終了次第解散となり
ます。 なお、第2、第3および第4グラウンド戦は、閉会式は行いません。

12 大会開催
有無

(1) 荒天、地震、風水害等により、大会が中止となる場合があります
(2) コロナウイルスの影響で、大会が中止となる場合があります

茨城県・千葉県に「緊急事態宣言」が発令、発動中の場合

13 注記 新型コロナウイルス予防対策について

本大会は「一般財団法人日本リトルシニア中学硬式野球協会関東連盟」が
新型コロナウイルス感染拡大対策に基づき発する通達・ガイドライン等に基づ
き大会運営を行ってまいります。
安心・安全な大会運営をしていくため各チームのご協力宜しくお願いいたしま
す。

14 試合要綱 競技規定は連盟規定に準ずるものとする
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15 試合運営 【ローカルルール】
1 参加チームは、指定された野球場に時間厳守で直接集合してください。

2 三試合消化の為、2ページ記載のスケジュールで試合を終了してください。
各試合、終了時間厳守！

3 審判員は自チームと同行動とし各試合は当該審判にて対応して頂くこと
とします。 （保護者審判可）1チーム2名。

4 試合実施チームで審判員へのお茶出しグラウンド整備・BSO・得点等をお願
いします。 （詳細は次ページ）

5 試合球を１チームにつき12個、実行委員会で用意します。

6 投手のロジンバッグは各チームで用意してください。

7 グラウンド整備は試合実施チームの選手・保護者全員で行い、短時間で
完了するようご協力をお願い します。

8 初日、第三試合終了後は両チーム選手、保護者で2日目の試合の準備
（グラウンド整備、ライン引き など）をお願いします。

9 試合は、各ブロックとも7回戦制・時間制限（90分）とします。

10 90分経過時点で次のイニングへ入らず試合終了。そのイニング終了時点で
の得点をもって試合結果とします。
・90分経過時において後攻のチームがリードしていた場合、その場でゲーム

セットと致します。
・アナウンスの方は試合開始から60分経過、80分経過時にそれぞれアナウ

ンスをお願い致します。

11 試合の進行状況により、3試合目については、日没サスペンデッドとなる
場合があります。 第3試合目の試合開始時刻が14時を超える場合には、
試合開始前に日没サスペンデッドについて当該チーム及び事務局で協議
致します。

12 コールドゲーム有り。（連盟規定に準ずる）

13 決勝リーグは各ブロック1位のうち上位3チームで構成し、4～12位の成績順
に1ブロック 3チームとして総当たり戦を行います。

14 予選順位は、勝率が同率の場合は、得失点差、さらに同数の場合は多得点
チームを上位とします。それでも決しない場合は、当該チームおよび運営事
務局で協議致します。

15 初日のみ各試合終了後、各チームキャプテンは対戦相手に対して指定の
アンケート用紙（GOOD＆ BAD）に記入の上、試合会場にて大会実行委員に
必ず提出してください。表彰対象の資料ですので ご協力宜しくお願い致しま
す。
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16 試合設営 各ゲームの設営（試合準備・運営）は次の通りです。

試合数 チーム 役割 グラウンド整備

第1試合
東京青山 主審・二審・BSO （試合前）

両チーム

越谷 一審・三審・得点 （試合後）
東京青山

第2試合
横須賀三浦 一審・三審・得点 （試合後）

越谷越谷 主審・二審・BSO

第3試合
横須賀三浦 主審・二審・BSO （試合後）

両チーム東京青山 一審・三審・得点

【第1球場】

【第2球場】

第1試合
千葉北 主審・二審・BSO （試合前）

両チーム

宇都宮 一審・三審・得点 （試合後）
千葉北

第2試合
山梨都留・東大和 一審・三審・得点 （試合後）

宇都宮宇都宮 主審・二審・BSO

第3試合
山梨都留・東大和 主審・二審・BSO （試合後）

両チーム千葉北 一審・三審・得点

第1試合
常総 主審・二審・BSO （試合前）

両チーム

鎌倉 一審・三審・得点 （試合後）
常総

第2試合
南アルプス 一審・三審・得点 （試合後）

鎌倉鎌倉 主審・二審・BSO

第3試合
南アルプス 主審・二審・BSO （試合後）

両チーム常総 一審・三審・得点

【第3球場】

第1試合
東京和泉 主審・二審・BSO （試合前）

両チーム

足利 一審・三審・得点 （試合後）
東京和泉

第2試合
郡山 一審・三審・得点 （試合後）

足利足利 主審・二審・BSO

第3試合
郡山 主審・二審・BSO （試合後）

両チーム東京和泉 一審・三審・得点

第3試合終了後は、全員でグランド整備、ライン引き等、本部室内の片付け
備品の収納迄お願いします。

【第4球場】



オーシャンカップ争奪野球大会
関東地域選抜親善野球大会

（過去成績）
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大会 開催年 歴代優勝チーム

第1回 2010年 大野リトルシニア

第2回 2011年 千葉北リトルシニア

第3回 2012年 加須リトルシニア

第4回 2013年 宇都宮リトルシニア

第5回 2014年 東京青山リトルシニア

第6回 2015年 常総リトルシニア

第7回 2016年 悪天候のため中止

第8回 2017年 常総リトルシニア

第9回 2018年 香取リトルシニア

第10回 2019年 千葉北リトルシニア

第11回 2020年 宇都宮リトルシニア

-
-

2021年
2022年

新型コロナウイルス拡大により開催中止
新型コロナウイルス拡大により開催中止

歴代オーバーフェンス・ホームラン賞

第1回大会 第1号 千葉北リトルシニア 本田 瑠之助

第2号 友部リトルシニア 熊田 睦

第3回大会 第1号 東久留米リトルシニア 倉根 貴也



球場アクセス

8

球場 住所

第1球場
茨城県神栖市柳川3611

スポーツランドOCEAN FIELDより徒歩5分

第2球場/第3球場
茨城県神栖市横瀬1052
スポーツランドOCEAN FIELDより車で5分

第4球場
千葉県香取郡東庄町笹川い930
スポーツランドOCEAN FIELDより車で25分



スポーツランドOCEAN FIELDからの詳細アクセス
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第1球場第1球場入口

第1球場へのアクセス詳細

第2球場/第3球場へのアクセス詳細
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第4球場へのアクセス詳細
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What’s OCEAN FIELD

〒314-0252 茨城県神栖市柳川3889
TEL： 0479-46-1254
FAX: 0479-46-4126

http://www.sp-oceanfield.co.jp

本大会開催の全てに後援頂きました。宿泊・食事・大会会場グランド（4面）において
申し分のない環境を提供頂きました。皆様からもお知り合いのチームへ是非ご紹介ください。

松村スポーツ社

TEL: 0745-63-2272
〒639-2302 奈良県御所市大字東松本176

本大会使用球として協賛頂きました。硬式球
の種類多数・注文に応じてチーム名入れサー
ビス・国内生産で品質、納期もしっかり・価格
も大変魅力です

〒273-0031 千葉県船橋市西船6-1-10
E-Mail: info@maruyoimai.com

(株)マルヨ今井商事 スポーツ事業部

TEL: 047-302-9037

野球強豪校・大学・中学校・クラブチームでの実績多数

新古機器・新古用品の＜低価格販売＞＜メンテナンス＞のこ
となら マルヨ今井商事

 器具の導入を検討しているが新品では
予算がとれず難しい・・・

 器具を増設してもっとトレーニングルーム
を充実したい・・・

 古い器具をもっと使いやすい器具に入れ
替えをしたい・・・

などのお考えをお持ちの指導者・コーチの方々へリサイ
クル機器の導入をお勧めしています。
※中古マシンは消耗品の交換、故障個所の修理等
オーバーホールをすべて行った上で完全にリサイクルし
てご提供させて頂いております。



オーシャンカップ
争奪野球大会

第12回大会

郡山リトルシニア

足利リトルシニア

宇都宮リトルシニア

越谷リトルシニア

鎌倉リトルシニア

横須賀三浦リトルシニア

常総リトルシニア

千葉北リトルシニア

南アルプスリトルシニア

山梨都留シニア・東大和シニア

東京和泉リトルシニア

東京青山リトルシニア

選抜12チーム

YouTube 絶賛放映中！
チャンネル登録/Goodボタンお願いします！


