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第３回「上田東御小県野球まつり」開催要項

１．目 的

上田東御小県地域の野球を愛する全ての青少年が一堂に集結し、小学生が中高生に援助・指導し
てもらいながら野球を学んだり、野球遊びを体感したりすることで、お互いに野球の楽しさや魅力
を再確認するとともに、未経験の幼児や小学生たちに、野球の面白さを丁寧に伝え、本地域の野球
人口の底辺拡大を図る。

２．主 催 長野県上田東御小県青少年野球協議会

３．共 催 長野県青少年野球協議会

４．後 援 上田市 上田市教育委員会 東御市教育委員会 長和町教育委員会
青木村教育委員会 一般財団法人上田市体育協会

５．協 賛 日高精機㈱ 日置電機㈱ ㈱ワールド重機開発 柳屋建設㈱
㈱上田第一ホテル ㈱ふじ食品 霊泉寺温泉和泉屋旅館 ㈲戸堀鉄工所
㈱みすゞ工務店 千曲建設工業㈱ ㈱栗木組 ㈱レクスト・アイ 旅宿 上松や
鹿教湯温泉旅館協同組合 ㈱長野精工 ㈲滝沢保温 信州ハム㈱ ㈲鹿鳴荘
㈲小山牛肉店 ㈲鹿乃屋 たかお歯科医院 塩田家具リヴリア
㈲サンライズ塗装 望山亭ことぶき ㈲中村旅館 鹿教湯温泉つるや旅館
㈲黒岩旅館 ㈱宮沢電機・ナカジマ ㈱エイト 塩田運輸㈲
㈱信州ハムサービス 山本工業㈱ 丸子早起野球連盟 ㈱上田スター商会
㈱日広 ㈲新工 ㈲オートボディ－ワタナベ
高見澤歯科医院 丸子少年野球連盟役員一同
上田市川辺・川西・浦里小学校区学童・少年軟式野球協議会役員一同
MORITAYA英語教室 喫茶リバーサイド 島田クリーニング店
たきざわファミリー歯科医院 ㈲和田モータース
高橋 隆之 種村 光貢 元木 繁夫 三吉 治敬 有賀 公

（2021.10.24現在）※敬称略

６．期 日 令和３年１１月２８日（日）９：００～１５：００ ※雨天中止

７．会 場 県営上田野球場 上田古戦場公園多目的グラウンド

８．参 加 者 （１）長野県上田東御小県青少年野球協議会加盟チームの小・中・高校生
高校野球部１・２年生（約１５０人）
中学校野球部１・２年生（約１３０人） 児童・生徒
少年硬式野球・中学１・２年生（約４０人） （約７２０人）
少年硬式野球・小学生（約７０人）
スポーツ少年団・学童野球（約３３０人）

（２）上田東御小県地域在住の幼児（幼稚園・保育園の年長相当）から小学６年
生までの児童で未経験者及びいずれのチームにも所属していない者

９．新型コロナウイルス感染防止対策
①開閉祭式は行わない。
②県営上田野球場と上田古戦場多目的グラウンドの２会場で開催し、グループに分けて時間差
で参加することにより密を避ける。

③入場者全員がマスクを着用する。マスクを持ち合わせていない人には、本部で準備したマス
クを配布する。

④受付の役員とコンシェルジュの中学生および救護係はフェイスシールドを着用する。
⑤初心者および付き添いの保護者に対しては受付の際に健康観察を行う。
※体温計測とチェックシートへの記入をお願いする。その結果、３７℃以上の発熱またはチ
ェックシートにより体調不良が確認された方には入場をご遠慮いただく。

⑥協議会役員およびグラウンドに入る加盟チームの指導者・選手・保護者は、当日の朝に健康
観察を行い、健康チェックシートを本部に提出する。その結果、３７℃以上の発熱または体
調不良が確認された者は入場できないこととする。
※健康チェックシートは、役員及びチームには事前に配布するとともにＨＰにも掲載する。
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⑦来賓受付の際は、体温計測と問診による健康観察を実施させていただくとともに、マスクの
着用をお願いする。

⑧県営球場のロビー、各ダックアウト裏の出入口、スタンド出入口、初心者受付場所及び多目
的グラウンドの出入口には手指の消毒液を設置し、手指の消毒の徹底を呼び掛ける。

⑨県営球場のアトラクション会場内に、手指の消毒液を数カ所に設置し、体験の前後に手指の
消毒を行うよう呼び掛ける。

⑩県営球場のアトラクションで使用する道具は、使用前後に可能な限り消毒を行う。
⑪県営球場のアトラクションの順番を待つ列には、十分な間隔を確保できるよう、立ち位置に
リング状のマークを設置する。

⑫県営球場においては、入場者数が急増し、大きな混雑が確認された場合は、場内の人数が減
少するまで、初心者の方には入場を待っていただく。

⑬スタンド内の観客にはソーシャルディスタンスを保つよう放送で繰り返し呼び掛ける。

10．概要・日程・内容・援助及び指導分担

（１）概要
・初心者及び加盟チームの小学生（初心者は年長を含む）がアトラクション・野球教室に参
加し、加盟チームの中学生・高校生がその援助、指導を行う。

・開閉祭式は行わない。
・会場を県営上田野球場と上田古戦場公園多目的グラウンドの２会場とする。
・県営上田野球場を加盟チームの小学１～４年生と初心者による野球遊び（アトラクショ
ン）の体験会場とする。
※アトラクションの援助・指導は加盟チームの中高生が行う。
※初心者は、９：００～１２：００（受付は８：４５～１１：３０まで）とし、フリー参
加とする。

※加盟チームの小学１～４年生は、１２：００～１５：００までとし、２つのグループに
分けて（各９０分）、チームごとに参加する。

・上田古戦場公園多目的グラウンドを加盟チームの小学５・６年生の野球教室会場とする。
※野球教室の指導は加盟チームの高校生が行う。
※９：００～１５：００を４つのグループに分けて（各９０分）、チームごとに参加する。
※野球教室前のアップの時間に、公認アスレティック・トレーナー、柔道整復師の方々に、
野球に必要なアップ・ダウンについてアドバイスをしていただく。

講師 児玉 雄二（こだまゆうじ）さん 長野県上田市出身 ＡＴＣ代表
理学療法士、日本スポーツ協会公認アスレティック・トレーナー

由井 寛晃（ゆいひろあき）さん 長野県南佐久郡川上村出身 ＡＴＣスタッフ
柔道整復師

（２）日程
７：３０ 開門・役員集合
７：４５ 役員ミーティング
８：００ 会場準備開始・加盟チーム受付開始

県営上田野球場 上田古戦場公園多目的グラウンド
（アトラクション会場） （野球教室会場）

９：００
第１部 加盟チームの小学５・６年生

１０：３０ 午前 初心者（午前のみ） ※１グループ９０分で約５０名
第２部 ※指導は加盟チームの高校生

１２：００ ※３種目に分かれて、３０分でロー
第１部 加盟チームの 第３部 テーションする。

１３：３０ 午後 小学１～４年生 ①キャッチボール
第２部 第４部 ②バッティング ③守備

１５：００
１５：００ 片付け
１５：４５ 役員ミーティング
１６：００ 役員・中高生解散
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（３）初心者受付８：４５～１１：３０
※初心者の誘導・援助は中学生のコンシェルジュが行う。
初心者１人に対して１人のコンシェルジュが担当する。

（４）県営球場のアトラクション
Ａ ストラックアウト
Ｂ 高校生とキャッチボール
Ｃ マシンフライキャッチ
Ｄ スピードガンコンテスト（球審体験を含む）
Ｅ 盗塁王は君だ！塁間スピード競争
Ｆ 初心者専用親子でキャッチボール
Ｇ やわらかボールティーバッティングでホームラン競争
Ｈ やわらかボールを打って走ってアウト・セーフ（塁審体験を含む）

※初心者は、本人が希望するアトラクションにコンシェルジュが連れて行く。
※加盟チームの参加者は、最初にチームごとに指定されたアトラクションに挑戦し、
その後は自由参加とする。

（５）中学生・高校生の係活動・援助・指導分担
県営上田野球場

午前
午後

（アトラクション） １部 ２部
上田リーグ １２ 上田南リーグ ３１
上田六中 １５ 上田五中 ８

コンシェルジュ 上田四中 ９
（午前のみ） 上田染谷丘高校 １０ 丸子修学館高校 ５

上田西高校（硬式）１５ 上田高校 ３
上田東高校 ８ 各高校マネージャー

Ａ ストラックアウト 東部中 １７ 丸子北中 １２
上田四中 ４ 北御牧中 ２

上田染谷丘高校 １０
Ｂ 高校生とキャッチボール 上田西高校（硬式）１０

上田西高校（軟式） ５
Ｃ マシンフライキャッチ 上田一中 ４ 上田三中 ４
Ｄ スピードガンコンテスト（球審体験） 上田千曲高校 １５
Ｅ 盗塁王は君だ！塁間スピード競争 上田一中 ６ 南部中 ５
Ｆ 初心者専用親子でキャッチボール 上田一中 ６
Ｇ やわらかボールティーバッティングで 塩田中 １４ 真田中 ４

ホームラン競争 丸子中 ４
北御牧中 ４

Ｈ やわらかボールを打って走ってアウト・セーフ 上田四中 ８ 北御牧中 ８
（塁審体験）

上田古戦場公園多目的グラウンド（野球教室） １部 ２部 ３部 ４部
上田西高校(硬式)(ｱｯﾌﾟ) １０

①バッティング 上田高校(ｷｬｯﾁﾎﾞｰﾙ) １１
②キャッチボール 上田東高校(ｷｬｯﾁﾎﾞｰﾙ) ５
③守備 上田西高校(硬式)(ﾊﾞｯﾃｲﾝｸﾞ)１５

丸子修学館高校(守備) １５

駐車場係
上田染谷丘高校 １０ 丸子修学館高校 ５ 上田西高校（硬式） １５
上田高校 ３ 上田東高校 ８ 各高校マネージャー


