
第１日目 （3月25日） No.1

＜あずさ運動公園＞ ＜あずさ運動公園＞
No.１ｺｰﾄ責任ﾁｰﾑ： 横田ボーイズ No.２ｺｰﾄ責任ﾁｰﾑ： 寿ヤングバード

① ①
8:50 8:50

② ②
10:40 10:40

③ ③
12:20 12:20

④ ④
14:00 14:00

＜あずさ運動公園＞ ＜あずさ運動公園＞
No.３ｺｰﾄ責任ﾁｰﾑ： 明善少年野球 No.４ｺｰﾄ責任ﾁｰﾑ： 芳川少年野球チーム

① ①
8:50 8:50

② ②
10:40 10:40

③ ③
12:20 12:20

④ ④
14:00 14:00

2017年度  松本市少年軟式野球連盟主催オープン戦　組合せ

長野市 朝陽育成会少年野球

佐久市 浅間スポーツ少年団

寿ヤングバード

岡谷市 岡谷田中タイガース

あ1

あ3

あ2

松本市 今井アタックス

茅野市 永明少年野球クラブ

永明少年野球クラブＢ

佐久市 浅間スポーツ少年団

松本市

芳川少年野球チーム

松本市 寿ヤングバード

あ2

あ2

茅野市 永明少年野球クラブ

桔梗ヶ原グレープス

芳川少年野球チーム

洗馬スポーツ少年団

佐久市

茅野市

松本市 横田ボーイズ

西南ブルース

松本市

茅野市

あ1

永明少年野球クラブＢ

塩尻市 洗馬スポーツ少年団

伊那市

松本市 明善少年野球

あ4

臼田スターズスポーツ少年団

塩尻市

岡谷市 岡谷田中タイガース

塩尻市

あ2

松本市

塩尻市 桔梗ヶ原グレープス

あ1

松本市 今井アタックス

伊那市 西南ブルース

神田ビクトリーファイターズ

佐久市 臼田スターズスポーツ少年団

あ1

松本市

松本市 明善少年野球

松本市 横田ボーイズ

あ4

あ4

松本市 神田ビクトリーファイターズ

諏訪市 中洲トチンボク

あ3

あ3

諏訪市 中洲トチンボク

あ3

長野市 朝陽育成会少年野球

あ4



第１日目 （3月25日） No.2

＜蚕糸公園グラウンド＞ ＜芳川公園グラウンド＞
責任ﾁｰﾑ： 惣社少年野球クラブ 責任ﾁｰﾑ： 北原町少年野球クラブ

① ①
8:50 8:50

② ②
10:50 10:50

③ ③
12:50 12:50

＜神林運動広場＞ ＜二子小学校＞
責任ﾁｰﾑ： 菅野ツインズ 責任ﾁｰﾑ： 二子少年野球部

① ①
8:50 8:50

② ②
10:50 10:50

③ ③
12:50 12:50

☆ ベンチ ☆ シートノック
上段記載チームが１塁側
下段記載チームが３塁側

☆ 試合時間
１時間３０分とする。同点の場合は引き分けとする。

2017年度  松本市少年軟式野球連盟主催オープン戦　組合せ

塩尻市 吉田スポーツ少年団 諏訪市 湖南キラーズ

蚕

二

安曇野市 三郷学童野球クラブ

蚕

二子少年野球部

上伊那 守屋スネークス 諏訪市 豊田レッドキング

塩尻市 大門スーパーイーグルス

二

松本市 惣社少年野球クラブ

諏訪市

安曇野市 三郷学童野球クラブ

松本市

芳

高出スポーツ少年団

塩尻市 吉田スポーツ少年団

北原町少年野球クラブ

塩尻市

諏訪市

伊那市

芳蚕

湖南キラーズ

神

松本市 菅野ツインズ

松本市

上伊那 守屋スネークス 松本市

松本市 惣社少年野球クラブ

塩尻市 大門スーパーイーグルス

塩尻市 高出スポーツ少年団

二子少年野球部

二

伊那市 ＪＢＣ伊那スポーツ少年団

ＪＢＣ伊那スポーツ少年団

神

芳

松本市 菅野ツインズ

松本市 北原町少年野球クラブ

神

豊田レッドキング

各チーム、１試合目の前のみ５分間のシート
ノックを行う。



第２日目 （3月26日） No.1

＜あずさ運動公園＞ ＜あずさ運動公園＞
No.１ｺｰﾄ責任ﾁｰﾑ： 横田ボーイズ No.２ｺｰﾄ責任ﾁｰﾑ： 寿ヤングバード

① ①
8:50 8:50

② ②
10:40 10:40

③ ③
12:20 12:20

④ ④
14:00 14:00

＜あずさ運動公園＞ ＜あずさ運動公園＞
No.３ｺｰﾄ責任ﾁｰﾑ： 明善少年野球 No.４ｺｰﾄ責任ﾁｰﾑ： 芳川少年野球チーム

① ①
8:50 8:50

② ②
10:40 10:40

③ ③
12:20 12:20

④ ④
14:00 14:00

あ3

あ2

2017年度  松本市少年軟式野球連盟主催オープン戦　組合せ

佐久市 浅間スポーツ少年団

長野市

松本市 波田白樺ジュニアクラブ

朝陽育成会少年野球

松本市 芳川少年野球チーム

松本市 寿ヤングバード

あ2

塩尻市 高出スポーツ少年団

諏訪市 中洲トチンボク

諏訪市

岡谷市 岡谷田中タイガース

朝陽育成会少年野球

あ3

あ2

あ3

松本市 今井アタックス

岡谷市 岡谷田中タイガース

長地ファイヤードラゴンズ

あ3

あ2

松本市

松本市 寿ヤングバード

松本市 二子少年野球部

諏訪市 中洲トチンボク

諏訪市 長地ファイヤードラゴンズＢ

松本市 横田ボーイズ

あ4

あ1

諏訪市 長地ファイヤードラゴンズ

茅野市 永明少年野球クラブ

あ1

諏訪市 長地ファイヤードラゴンズＢ

茅野市 永明少年野球クラブＢ

松本市 明善少年野球

佐久市 浅間スポーツ少年団

あ4

長野市

松本市 横田ボーイズ

あ1

茅野市 永明少年野球クラブ

松本市 二子少年野球部

松本市

あ4

松本市 今井アタックス

あ4

あ1

松本市 明善少年野球

波田白樺ジュニアクラブ

茅野市 永明少年野球クラブＢ

塩尻市 高出スポーツ少年団

芳川少年野球チーム



第２日目 （3月26日） No.2

＜蚕糸公園グラウンド＞ ＜芳川公園グラウンド＞
責任ﾁｰﾑ： 惣社少年野球クラブ 責任ﾁｰﾑ： 北原町少年野球クラブ

① ①
8:50 8:50

② ②
10:50 10:50

③ ③
12:50 12:50

＜神林運動広場＞
責任ﾁｰﾑ： 菅野ツインズ

①
8:50

②
10:40

③
12:20

④
14:00

☆ ベンチ ☆ シートノック
上段記載チームが１塁側
下段記載チームが３塁側

☆ 試合時間
１時間３０分とする。同点の場合は引き分けとする。

安曇野市 三郷学童野球クラブ

神

松本市 菅野ツインズ

蚕

伊那市 西南ブルース諏訪市 豊田レッドキング

松本市 神田ビクトリーファイターズ

2017年度  松本市少年軟式野球連盟主催オープン戦　組合せ

諏訪市 豊田レッドキング

大町市 常盤野球スポーツ少年団

伊那市 西南ブルース

松本市 神田ビクトリーファイターズ

神

芳

松本市 菅野ツインズ

安曇野市 明科少年野球クラブ

蚕

芳蚕

松本市 松本市

安曇野市 三郷学童野球クラブ

松本市

北原町少年野球クラブ惣社少年野球クラブ

大町市 常盤野球スポーツ少年団

安曇野市 明科少年野球クラブ

惣社少年野球クラブ 北原町少年野球クラブ

諏訪市 湖南キラーズ

各チーム、１試合目の前のみ５分間のシート
ノックを行う。

神

芳

諏訪市 湖南キラーズ

松本市

神



松本市少年軟式野球連盟　オープン戦（練習試合）試合規定２０１７年３月１８日

＊試合回数 ７イニング　＊コールドゲームはありません。

＊試合時間 １時間３０分を超えて新イニングに入らない。

＊先攻後攻 主将によるジャンケンで決定する。

＊同点の時 規定イニング又は規定時間終了後同点の場合は引き分けとする。

＊ベンチ 組合せ表の上段のチームが１塁側（最初の試合）

(注)＝ 同一チームが続けて試合を行うような場合にはベンチは動かず、

対戦相手が空いたベンチへ入るようにして下さい。

したがって上段のチームが３塁側のベンチへ入る場合も生じます。

＊シート 各チーム最初の試合前に５分間のシートノックを行う。

　ノック ただし、各チーム最初の試合前のみとし２試合日になる場合は

試合コートが変わってもシートノックは行わない。

＊メンバ一票 チームは参加選手全員のメンバ一票【ホームページに掲載のＡ票】を提出

全員の名簿を提出することにより、

試合前に相手チームと交換するメンバー票へは先発選手９名のみ

記入すれば可とし、補欠選手の名前は記入しなくても可とする。

＊投手特例 新５年生と新４年生の投手は特例として１４ｍのプレートからの

投球を認める（女子選手は新６年生も認める）

１４ｍプレートを使用の際は球審と相手チームに申告してください。

＊ボーク 練習試合のためボークは全て指導としてください。

ボークによる走者の進塁は認められない。

※ボークの場合は丁寧に指導して頂くようにお願い致します。

＊ボール 原則１塁側のチームでお願い致します。選手数が不足の場合には

　ボーイ ３塁側のチームにお願いすることもあります。

＊背番号 練習試合ですが、チームの正式な試合ユニフォームを着用して、

背番号は必ず付けてください。

＊その他 ファールボールは両チームの選手で拾ってください。

このオープン戦は、各チームの親睦を深めて頂くことを目的として

開催するものです。

あまり勝敗に拘らず和やかなゲームをして頂くようお願いします。



あずさ運動公園付近の略地図
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