
第93回 全国高等学校野球選手権

長 野 大 会 要 項

１．主 催 長野県高等学校野球連盟・朝日新聞社

２．後 援 長野県教育委員会・長野市・松本市・上田市・諏訪市

長野市教育委員会・松本市教育委員会・上田市教育委員会・諏訪市教育委員会

３．期 日 平成２３年７月９日(土)から７月２７日(水)まで 雨天順延

長野オリンピックスタジアム・松本市野球場・県営長野野球場・県営上田野球場

諏訪湖スタジアム

４. 会 場 長野会場(長野オリンピックスタジアム)【準々決勝以降】

松本会場(松本市野球場)【開会式会場】

長野会場(県営長野野球場)

上田会場(県営上田野球場)

諏訪会場(諏訪湖スタジアム)

５．選手資格 平成２３年度大会参加者資格規定による。

６．試合規定 「２０１１年度公認野球規則」「全国高等学校野球選手権地方大会規定」

「全国高等学校野球選手権大会開催要項」「高校野球特別規則」

「長野県高等学校野球連盟規定集」 による。

７. 参加申込 所定の選手資格証明書を６部作成し、６月２５日(土) 抽選会受付へ提出すること｡

選手資格証明書は登録原簿と必ず一致すること。

なお、責任教師・監督・選手の登録変更は、所定の登録変更届を６部作成し、

７月７日(木)１３時００分までに所属支部事務局に提出すること。

それ以後は認めない。郵送の場合は定刻までに到着していないと認められない。

登録変更において、背番号のみの変更はできない。

上記書類６部の内５部はコピー可、６部すべてに学校長職印並びに学校医認印を捺

印すること。【参加同意書は責任教師保管】

８．組み合わせ 別紙組み合わせ表による。

抽選会 ６月２５日(土)１４時００分 長野県松本勤労者福祉センター

９．使 用 球 長野県高等学校野球連盟使用球

10．入 場 料 一般５００円、高校生１００円。

なお、中学生以下、障害者手帳を提示した方、加盟校職員で身分証明書を提示した

職員、野球部員証を提示した野球部員、野球場通券を提示した人等は無料とする。

11．会 議 ７月８日(金) １６時００分 競技役員会 松本市野球場会議室

１７時３０分 審判委員会議 松本市野球場会議室



12．宿 舎 各校は直接旅館等と交渉し、７月４日(月)までに会場支部事務局へ宿舎名を連絡

すること｡

尚、準々決勝以降については７月２２日(金)１３時００分までに長野オリンピック

スタジアム【主会場】大会本部へ連絡すること｡

13．練習会場 連絡済みのほかに練習会場を希望するチームは必ず会場支部事務局球場割当役員の

指示に従うこと。

試合当日の練習球場割当等は別紙による(文化祭等で厳しい状況であり､あらかじめ

ご理解いただきたい)。

器物等の破損があった場合は当該校で責任を持つこと。また、使用前後に会場校へ

の挨拶をすること。使用しない場合も必ず連絡をすること。

14. 大会本部

【松本会場】７月 ７日(木)まで 県高野連中信支部（松本県ヶ丘高校） 0263-35-0207(直通)

８日(金)以降 松本市野球場(松本市浅間温泉) 0263-46-8313(仮設)

【長野会場】７月 ７日(木)まで 県高野連 北信支部（長野高校） 026-234-1313(直通)

１８日(月)まで 県営長野野球場(長野市東和田) 026-244-6566(仮設)

２１日(木)以降 長野オリンピックスタジアム(長野市篠ノ井) 026-292-7125(仮設)

【上田会場】 ７月 ７日(木)まで 県高野連 東信支部 (野沢南高校) 0267-63-5580(直通)

１８日(月)まで 県営上田野球場(上田市下之条) 0268-21-9067(仮設)

【諏訪会場】７月 ７日(木)まで 県高野連 南信支部（駒ヶ根工業高校） 0265-81-5667(直通)

１８日(月)まで 諏訪湖スタジアム(諏訪市豊田) 0266-57-5895(仮設)

15.連絡・注意

１）開会式について

当日は９時４５分までに松本市野球場入口で受付を完了すること。その際、責任教師・主

将・副主将は必ず入場行進の指示を受けること。選手は責任教師の引率により、１０時１０

分までにライト側入口(抽選後各高校へ指示する)に集合し、係員の指示により入場の説明を

受ける。

入場行進開始予定は１０時３０分とする。《一校ずつライト側より入場し、ホームプレート

からレフト側へ行進する》

入場行進は、第92回長野大会優勝の松本工業高校以下、中・北・東・南信加盟校順とする｡

行進は校旗を主将が持って４列で行進し(ただし、行進14名以下の学校は３列で行進)、セン

ター付近で役員の指示で一列となり所定の位置へ進む｡ 全出場校が揃ったところで役員の指

示により前進する。なお、開幕試合チームは 後尾の行進とする｡

退場する際は、レフト側とライト側の両方から出る。

２）各校３年生記録員もグランドにて開会式に参加することができる。

３）選手宣誓は組み合わせ抽選会時(６月２５日)の全参加校の抽選により決定した学校の主将が

行う。

４）攻守決定・オーダー表交換は、連盟役員・審判委員・責任教師・主将が参加して行う。



オーダー表は連盟支給の５通を使用する｡

その際、応援責任者と応援リーダーに対する打ち合わせも同時に行います。

◇ 第一試合は、試合開始４０分前に・第二試合以降は、開始予定時刻１時間前とする。

ただし、一日４試合あるときの第四試合は、第三試合の５回終了時とする｡

なお、始球式当日の第１試合については試合開始５０分前とする。

《オーダー表の記入は選手資格証明書と一致し、濃く書くこと》

勝ち抜き校は試合終了後、球場本部で次の試合のオーダー表を受け取ること。

５）試合は天候等の理由で１日４試合を組むこともある。

６）試合開始時刻は次の時刻を原則とし、繰り上げる場合は20分を限度とする。

１日４試合のとき 8:30 11:00 13:30 16:00

１日３試合のとき 9:00 11:30 14:00

１日２試合のとき 10:00 12:30（準々決勝は 9:30 13:30）

準決勝 9:30 13:30 (第3位の表彰あり)

決 勝 12:30

７）各チ－ムは「高校野球特別規則」、「長野県高等学校野球連盟規定集」、「競技上の注意」、

「試合中の紛争処理」、｢応援心得」、「責任教師・監督心得」等を熟知しておくこと｡

８）後援会等で補助入場券を発行する場合は次のようにすること。

① 券の大きさは官製ハガキと同じ大きさとし、次の事項を明記する。

Ａ 学校名

Ｂ 責任教師氏名 ○印
Ｃ「入場口で役員もしくは生徒補助員に渡すこと」

Ｄ「当該校出場日の出場球場のみ有効」

② 事前に当該大会本部に見本２枚を提出する。

③ 責任教師はその試合終了後直ちに出札口で精算すること。

④ 開会式当日は開幕試合チームのみ使用可。

９）開門時間は、選手は試合開始１時間３０分前、観戦者は１時間前を原則とする。

10）試合開始前と５回終了後、速やかにグランド整備を行う。(両チーム３名のボールボーイは

整備に協力する｡なお、トレーニングシューズであること。）《２～３分で整備》

なお、天候等により５回の整備を行わないこともある｡

11）原則として両チームはボールボーイ(３名)を出す。出せない場合は大会本部に申し出る｡

(試合用ユニフォームまたは白の練習着を着用、グラブ持参、トレーニングシューズである

こと。シートノック補助部員５名のうち、３名が兼ねること。）

12) 部員不足によって試合前のシートノックに支障をきたすようなチームは大会本部にシートノ

ックの補助を依頼することができる。

13) 球場内に入ることのできる登録選手以外のチーム関係者は、大会用に発行されたリボンを着

けた以下の者のみとする。(リボンは左胸に着けること)

責任教師(1)、監督(1)、記録員(1)、

ボールボーイ・シートノック補助員(5)、ノッカー(1)

責任教師は球場到着後、大会本部にてボールボーイ・シートノック補助員およびノッカーの

リボンを受領すること。試合終了後、当日大会本部より受領したリボンをすべてまとめて大

会本部に返却する。ノッカーはシートノック終了後リボンを責任教師に返却し、すみやかに

退出すること。

14) 第一試合チームの球場内での練習はトレーニングシューズで行い、スパイクシューズへの履

き替えはシートノック前とする。

15) 各球場へトレーナー（理学療法士）を配置する。チームのトレーナーは室内練習場やベンチ

には入ることはできない。

16) 大会本部席には役員以外は入ることはできない。



16. 式 次 第

【開会式】 【閉会式】

役員・審判委員 整列 役員・審判委員 整列

１ 開会宣言 《ﾌｧﾝﾌｧｰﾚ》 １ 開式宣言

２ 選手入場 《大会行進曲･他》 ２ 選手入場

３ 国旗掲揚 ３ 表 彰

４ 大会旗掲揚《大会歌》 優勝校 賞状 優勝旗 優勝盾

５ 優勝旗返還《レプリカ授与》 準優勝校 賞状 準優勝盾

６ 大会会長挨拶 ４ メダル授与

７ 朝日新聞社挨拶 優勝校選手 優勝メダル

８ 来賓祝辞 準優勝校選手 準優勝メダル

９ 選手宣誓 ５ 大会会長挨拶

10 閉式宣言 ６ 朝日新聞社挨拶

11 育成功労賞表彰 ７ 大会旗降納

８ 国旗降納

選手･役員･審判委員 退場《吹奏楽演奏》 ９ 選手ダイヤモンド一周

10 閉会宣言

選手･役員･審判委員 退場

註 準決勝終了後、勝利校校旗掲揚直後第３位校の表彰を行う｡

大会会長から主将へ第３位の賞状を授与する｡

(両校選手はベンチ前に整列、３位校主将は本塁ベース前に出る)

17．始球式開始時刻

松本市野球場 ７月 ９日(土) １２時３０分

県営長野野球場 ７月１０日(日) ９時００分

県営上田野球場 ７月１０日(日) ９時００分

諏訪湖スタジアム ７月１０日(日) ９時００分

公募始球式

松本市野球場 ７月 ９日(土) １１時５０分

７月１０日(日) ８時２０分

７月１６日(土)・１７日(日) ９時２０分

県営長野野球場 ７月１０日(日) ８時２０分

７月１６日(土)・１７日(日) ９時２０分

県営上田野球場 ７月１０日(日) ８時２０分

７月１６日(土)・１７日(日) ９時２０分

諏訪湖スタジアム ７月１０日(日) ８時２０分

７月１６日(土)・１７日(日) ９時２０分

18．備 考

１）試合中両校の校旗を掲揚台に掲揚し、試合終了直後に勝利校の勝利を称え、勝利校の校歌

を演奏し、校旗を掲揚する。試合終了の挨拶が終わったら、勝利校の選手全員は本塁ベー

ス後方に整列し、責任教師と監督・記録員も自校のベンチ前に出て整列する。敗退校は、

バックネット寄りから責任教師を先頭に自校ベンチ前に整列し、校旗掲揚に注目すること｡

２）第９３回全国高等学校野球選手権大会は、８月６日(土)から１５日間、阪神甲子園球場で

開催される。

組み合わせ抽選は８月３日(水)午後４時 「大阪国際会議場」にて行う。

代表校宿舎 ｢アパヴィラホテル(大阪谷町４丁目駅前) ℡ 06-4790-2111」

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-27を予約する。



第93回 全国高等学校野球選手権長野大会

大 会 役 員

１ 名誉会長 長野県知事 阿部 守一

２ 顧 問 長野県教育委員会委員長 矢﨑 和広

長野県教育委員会教育長 山口 利幸

長野市長 鷲澤 正一

松本市長 菅谷 昭

上田市長 母袋 創一

諏訪市長 山田 勝文

３ 参 与 長野市教育委員会教育長 堀内 征治

松本市教育委員会教育長 吉江 厚

上田市教育委員会教育長 小山 壽一

諏訪市教育委員会教育長 細野 祐

長野県高等学校野球連盟顧問 宮坂 真一

同 吉松 俊一

同 内山 喜雄

同 参与 奈良井宏美

参加高等学校長

４ 会 長 長野県高等学校野球連盟会長 安藤 善二

５ 副 会 長 朝日新聞長野総局長 佐古 浩敏

長野県高等学校野球連盟副会長 中村 公雄

同 野村 貫之

同 土屋 省吾

同 浅澤潤一郎

６ 参 事 長野県高等学校野球連盟北信支部副支部長 斉藤 秀雄

同 鈴木 詩郎

長野県高等学校野球連盟中信支部副支部長 澤井 淳

同 林 健二

長野県高等学校野球連盟東信支部副支部長 大日方悦夫

同 吉田 榮二

長野県高等学校野球連盟南信支部副支部長 遠山 善治

同 保科 克弥

朝日新聞松本支局長 深津 弘

７ 委 員 長 長野県高等学校野球連盟専務理事 巣山 尚人

８ 副委員長 長野県高等学校野球連盟常務理事 佐藤 健二

同 中澤 秀人

同 藤原 雄爾

同 原 克明



９ 委 員 長野県高等学校野球連盟理事 宮尾 悟良

同 両角 秀樹

同 大澤 厚啓

同 山岡 久俊

同 監事 植松 武昭

同 寺澤 誠一

長野県高等学校野球連盟理事 依田 和浩

同 小池 昌信

同 鷹野 和浩

同 杉本 秀男

長野県高等学校野球連盟評議員 西澤 一志

同 有賀 政春

同 勝野 学

同 保母 崇

同 土屋 精二

同 工藤 和俊

同 藤巻 善之

同 石川 伸次

支部幹事

加盟校野球部長

10 幹 事 長 長野県高等学校野球連盟理事 稲場 隆

11 幹 事 長野県高等学校野球連盟支部会計 小山 昌俊

同 塚田 真典

同 中島 昭人

同 花村 尚

12 審判委員長 長野県高等学校野球連盟審判部長 上原 英雄

13 副審判委員長 長野県高等学校野球連盟副審判部長 舎川 昇一

同 黒熊 政秀

同 町田 豊秋

同 清水 敏美

14 審判委員 長野県高等学校野球連盟審判委員 (別記)

15 公式記録長 長野県高等学校野球連盟記録部長 瀧澤 俊英

16 記録委員 長野県高等学校野球連盟公式記録委員 (別記)

17 救 護 員 長野県高等学校野球連盟選出救護員

18 トレーナー 長野県理学療法士会スポーツサポート部員



《別記》(五十音順)

【 審判委員 】

(北信支部)

井口 幸雄 岩崎 司 上野 好章 宇都宮泰彦 大平 美彦 小幡 吉昭

片桐 匡 勝山 雅幸 倉石 雅之 黒岩 雄一 小林 裕太 坂本 直樹

坂口 拓郎 髙橋 京一 武田 福志 武村 聡 千原 大祐 塚田 幸二

飛沢 聡 中沢 義壽 仁王 成治 花井 弘樹 林 淑浩 樋口 尚己

深尾 典生 藤木 芳弘 藤巻 恒雄 細川 隆男 増田 喜大 松浦 勇

丸田 喜六 三戸部嘉徳 宮坂 浩 宮崎 正 村上 尚三

(中信支部)

相澤 隼人 青木 賢一 朝倉 一樹 有賀 康浩 板倉 康浩 市川 義継

上杉 敏夫 臼井 一史 大澤 真吾 大島 充士 太田 誠 大塚 大洋

方山健太郎 方山 英幸 上條 亮 久保田訓広 酒井 英隆 菅沢 浩也

須澤 嘉実 高橋 一豊 高山 真 中條 雅夫 中原 憲二 中村 真治

中村 敏博 永澤 潤樹 西中 卓也 西村 敏博 野本 一樹 平林 明

福岡 進 二木 隆志 古屋 茂 松崎 良夫 丸山 元一 三村 広

宮澤 英文 宮下 幸一 宮田 純一 百瀬 啓 百瀬 三男 百瀬 幸朋

矢幡 和之 山田四七夫 山本 隼巳

(東信支部)

赤尾 正雄 生駒 昇二 市川 彩 大塚 渉 黒澤 薫平 小林 孝道

小林 忠男 小林 只由 斎藤 旦浩 齋藤 英之 品川 晃輔 志摩 光浩

嶋崎 健一 白鳥 昭夫 高野 智 高見澤伸也 千野 大輔 長塚 直樹

花井 達哉 林 一也 林 信一 半田 悟 古越 真春 丸山 茂春

丸山 孝久 宮内 一哉 山崎 雅俊 吉澤 裕也 吉村 一樹 依田 功

(南信支部)

足助 祐太 一ノ瀬雄大 伊壺 英俊 伊藤 敦 今井 徹 岩崎 道夫

上原 敦志 太田 剛 太田 秀則 岡田 俊彦 岡本 大輔 小野寺聡一

春日 裕司 勝野 貴之 勝野 壽文 鎌倉 光佑 木村 祐介 久保川敏朗

窪田 英生 小林 卓也 小松 健人 酒井 克昇 酒井 勝悟 佐々 弘雄

塩澤 新一 外立 秀夫 武井 博 竹上 哲也 千賀 聡 東城 真司

中園 紘 仲田 裕樹 中平 亮 濱島 浩史 樋口 翔太 藤田 康幸

古根 重明 堀川 和俊 松下 芳朗 宮坂 誠 宮島 信義 吉田 淳一

米山 久之



【 記録委員 】

(北信支部)

青沼 聖美 笠井美由紀 北山 夕子 北澤 萌 黒岩 英至 窪 絵美子

高木 修二 田口 直美 田尻 育美 塚田 理恵 長谷部優美香 原山 哲也

藤沢 憲一 松本智絵美 松本 智明 松山 由美 宮本 明秀 山岸 潤

吉沢 一夫 和田 孝文

(中信支部)

青木紗弥佳 青沼 志保 石曽根明歩 内田 千晶 内山 喜雄 大滝 由美

下田 愛香 関 佳奈 曽根和貴子 竹入 佳奈 田中ゆり華 中條のぞみ

羽田 敦美 古町智恵子 宮川 香 村上 奈穂 吉澤 美紀 山岸 美香

(東信支部)

安東のどか 奥田 晋 金澤 大典 栗林 康治 黒澤 千春 神津 佳代

篠原 美咲 高野 彰 土屋 貴宏 村上はるか 山口 範子 湯本 英美

若林 舞

(南信支部)

岡松 久彦 北原保奈美 窪田 弥生 熊谷 奈美 小林由美香 五味沙也果

五味 志織 五味茉里亜 竹村ひとみ 長沼 歩美 林 彩 原 一詔

原田 未希 平沢 愛 平沢 道央 古根 素子 藤田結梨菜 丸山 治子
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