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県民総合体育大会 

第 35 回 全労済カップ争奪 

埼玉県スポーツ少年団小学生軟式野球交流大会 

            

 

 

実 施 要 項 
 3 月 28 日（日）の総合開会式の実施要項です。指導者は必ず熟読し、団内に徹底させて

ください。不明瞭な点がありましたら、所属のブロック長、または埼玉新聞社までお問い

合わせ下さい。 
  
 ※時節柄、公園並びに付帯駐車場の混雑が予想されます。 
  参加団関係者はもとより、運営委員・審判員・係員の皆様は、出発地等で乗り合わせ

するなど、極力、車の来場台数が少なくなるようご協力下さい。 
                    

                     （財）埼玉県体育協会埼玉県スポーツ少年団 

                             埼玉県教育委員会   

                             （株）埼 玉 新 聞 社 

 

◆日時 平成 22 年 3 月 28 日（日）◆会場 県営大宮公園野球場 

チーム受付時間：午前８：００～午前９：３０ 

 

           ※雨天時の問い合わせ 28 日午前５：３０から 

                      ★各所属ブロック長まで 

 

 

 

 

 

 

 

参加団必携 

■ 東部ブロック長 伊藤  勇 ℡  

■ 西部ブロック長 中島 秀雄 ℡  

■ 南部ブロック長 目崎 春治 ℡  

■ 北部ブロック長 松本  勇 ℡  

■ 中央ブロック長 山内 勝明 ℡  

■ 埼 玉 新 聞 社 企画部（26 日まで） ℡０４８－７９５－９９３２ 

■ 県営大宮野球場 開会式本部 土澤   ℡  

（※緊急時のみ。総合開会式当日以外はつながりません） 
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■指導者のみなさまへ 

(1)はじめに 

総合開会式会場の県営大宮公園球場は公共施設です。ごみやたばこの吸殻、空き缶などは必ず持ち

帰り、“来た時よりも美しく”を参加者に徹底させてください。なお、行進後はすぐに退場してスタ

ンドで式典に参加してください。退場は係員の指示に従い、スタンドで他のチームの行進を盛り上

げるようにしてください。 

 

(2)市町村責任者へ 

以下の２点をお願いします。 

①市町村本部旗を持参すること。 

②単位団において当日異変が生じた場合（交通の遅延による未着など）、 

市町村代表者、あるいは代表者が自市町村参加団を把握し、すみやかに 

大会本部に報告して指示を受けること。 

 

(3)来場時の注意 

①球場の往復に電車、バスを利用する場合、マナーに充分留意すること。 

②団員は必ず指導者を伴って行動し、単独行動をとらないこと。 

③不慮の事故などの理由以外、当日になっての欠席は原則として認めません。 

万一、やむをえない事情で遅刻、不参加の場合は午前９：３０までに 

大会本部に連絡すること。 

④球場内、およびその周辺では絶対に走らないこと。 

⑤朝の集合・受付時、解散時には球場周辺の混雑が予想されるので、 

時間にゆとりを持たせてプランを立てること。 

⑥持参するもの 

(A)選手･監督（指導者）はユニフォーム、帽子、運動靴（スパイク不可）等一式 

(B)プラカード（スポーツ少年団の規格にあったもの）と「参加団必携」 

(C)複写した健康保険証、救急用品は各団で対応する。 

(D)昼食（必要に応じて朝食）など。ごみを入れるごみ袋も各自持参すること。 

 

(4)服装に関する注意 

①登録選手はユニフォーム・運動靴（スパイク不可）を着用し、 

ウインドブレーカーを着る場合にはユニフォームの下に着ること。 

②記念写真撮影の際、グラウンドに入れる指導者は１団４人までとし、 

ユニフォーム・運動靴を着用する。また、入場行進の際には随行指導者１人がグラウンドに入れ

るが、これ以外の指導者のグラウンドへの立ち入りは認めない。 

随行指導者も運動靴着用のこと（スパイク不可）。 

 

(5)待機時に関する注意 

① 写真撮影、入場行進整列待機、グラウンド退場の時は 

放送および担当役員の指示に従うこと。 

②入場行進待機～式典による拘束時間は午前１０：３０～１２：３０頃まで長時間に及ぶので、各

団食事に配慮する（行進待機までに朝食を済ませる）こと。体調のすぐれない場合には、早めに

申し出ること。 
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③グラウンドの芝をむしったり、外野フェンスを蹴ったり、土を持ち帰ったりしないこと。 

 

(6)指導者、保護者に関わる事項 

①長い拘束時間中、常に団員の手本となるよう心がけること。 

②引率や見学の保護者も、総合開会式の参加者の一員であることを自覚し、 

式典の盛り上げに協力すること。また、１万人が参加するイベントのため、 

一人ひとりの身勝手な行動を慎むこと。スタンド席はバックネット裏の 

指定された場所のみとする。行進する登録選手の席の確保のため、選手席は 

指導者１人（荷物番）と行進随行者以外は立入り禁止（行進しない選手も同様）。 

② 自分たちで出したごみは必ず持ち帰ること。 

 

(7)必ず守ること 

式典時間は約３０分間です。 

スタンドで開会式式典に参加する選手、指導者、保護者はクラウンド内に 

登場する人に注目し、あいさつなどを静かに聴くこと。式典中の雑談は厳禁。 

総合開会式・式典はその終了まで所定の位置に着席で臨むこと。 

式典途中での退場は、不参加とみなします。 

※総合開会式当日、練習試合等の予定を組むことを慎むこと。 

 

■当日の流れ 

(1)スケジュール 

8:00～9：30    チーム受付･･チーム代表者が必ず受付を済ませる。 

受付確認後、選手を観客席に誘導。 

荷物を置いたら、すみやかに記念撮影へ。 

8：00～10：30  記 念 撮 影･･レフト側入口集合。ライト側出口から退場 

10：00～11：00 入場行進待機･･記念撮影終了後、係員の指示でただちにバックスク 

リーン裏の指定場所へ（指定場所は最終頁参照）。 

11：00～11：50 入 場 行 進･･バックスクリーンより前進し、レフト側および 

ライト側出口から退場。観客席へ。 

11：50～12：30 開 会 式 典 

  

(2)会場への交通 

 ①電車での来場について 

  ＪＲ大宮駅から徒歩１５分､東武野田線大宮公園駅から徒歩１０分程度 

 ②貸切バスでの来場について（事前に渡した駐車証を必ず持参） 

  当日の球場周辺は混み合うため、時間に余裕を持って出発すること。 

許可証のある団のみ駐車可能。指定駐車場は第２公園駐車場（無料） 

普通乗用車の専用駐車場は確保していないので、車での来場は避けること 

 

(3)受付（8：00～9：30） 

 受付ではチーム名を伝え、①参加団名簿②整理番号シールを受け取ること。整理番号シールはプ

ラカードの柄に貼る。 

・大会本部など 

 大会本部、係員詰所、救護席はバックネット裏に設置する。 

 緊急時以外、本部･ダッグアウト等への立入禁止。一般の呼び出しは不可。 
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・チームの整理番号 

 受付時にチームの整理番号シールを渡すので、必ずプラカードの柄に貼付。整理番号は入場行進

の順番を示す番号なので指導者はこれを認識しておくこと。 

また整列の際にライト側の出口から退場するチーム（整理番号が奇数）の 

プラカードに赤い番号テープを、レフト側退場チーム（整理番号が偶数）は、 

白い番号テープをつけるので、係員の指示に従うこと 下図参照 

 

・プラカード 

プラカードはスポーツ少年団の規格にあったもの 

とする。１団で２チーム以上参加する場合は「Ａ」 

「Ｂ」で表記し、チームごとに用意すること。 

受付で渡す整理番号シールを右のように柄の上部に貼付。 

                                  奇数⇒赤⇒ライト側 

                                  偶数⇒白⇒レフト側 

 

・市町村本部旗 

 市町村本部旗はそれぞれ組み立ててバックスクリーン付近の入場口へ持参 

・観客席の位置 

 選手、指導者、保護者が入れる観客席の位置はバックネット裏と内外野席。外野芝生席は立入禁

止（外。また、登録選手･指導者でも、ユニフォーム･運動靴を着用なき場合はグラウンドには入れ

ない。指導者のグラウンド立ち入りは記念撮影の４人のみとする。 

 

(4)記念写真の撮影（8：30～10：30） 

 ・記念撮影は全チーム、開会式前にグラウンド内で行う。 

対象は登録選手と指導者４人までとする。 

 ・チームは受付終了後、荷物を指定された席に置き、プラカード持参で 

レフト側外野口から球場内に入場。写真撮影後、ライト側外野口から退場。 

時間が過ぎたら打ち切るので早めに集合すること。 

 ・スタンド、球場周辺での撮影は自由だが、運営に支障のないように注意し、 

  係員の指示に従うこと。グラウンド内の個々の撮影は記念撮影の妨げになるので禁止。注意し

ても守れない場合は入場行進させないこともあるので厳守。 

 ・記念写真は後日、「共同写真企画」という業者からサンプルが届くので、 

希望する方は直接注文してください。 

 

(5)入場行進の準備（10：00～11：00） 

 １０：００から場内放送と係員の指示に従い、登録選手と監督（もしくは随行指導者１人）は入

場行進待機場所に移動すること。待機場所はブロック別、整理番号順になっているので、各チーム

は指導者とプラカードを先頭に、バックスクリーン裏に向かって一列縦隊に並び、係員のチェック

を受けること。 

・監督（指導者）の随行 

 各チームとも、行進準備からグラウンド退場まで監督（指導者）を随行させ、 

係員の指示を選手に伝えること。特に行進待機への移動と、行進後の退場、 

スタンド待機までの選手への指導は徹底すること。 

 

(6)入場行進の形と順路（11：00～） 

番号シール 
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 入場行進は５列縦隊でバックスクリーン下に、係員の指示に従って前から背の大きい順に並ぶ。

プラカードは前列中央の選手が持ち、監督（指導者）は選手の後へ（下図参照）。行進は２チーム

ずつスタート。右のチームは右回り、左のチームは左回りで交互に入場し、演台前（係員）で左右

に分かれ右のチームはレフト側出口へ、左のチームはライト側出口へと退場。行進は審判員が誘導

するので指示に従う。 

 

           ○○●○○      ○○●○○ 

           ○○○○○      ○○○○○ 

           ○○○○○      ○○○○○ 

           ○○○○○      ○○○○○ 

             ◎          ◎ 

・入場行進の順 

 加須地区消防音楽隊の演奏に合わせて、先導審判員→国旗→スポ少本部旗→埼玉新聞社旗→前回

優勝チーム、準優勝チーム→西部ブロック→南部ブロック→北部ブロック→中央ブロック→東部ブ

ロック→の順で行進する。 

※各ブロックの先頭にはブロック名の書かれたプラカードが先導する。 

 

(7)開会式次第（11：50～12：30） 

    １．開会の言葉           ５．来賓紹介 

    ２．優勝旗、優勝杯返還       ６．団員綱領の朗読 

    ３．主催者あいさつ         ７．選手宣誓 

    ４．来賓あいさつ          ８．閉式の言葉 

※指示に従いスタンドで式典に参加。開会式の最中は私語を慎みグラウンドに注目。 

 

(8)退場について 

 選手はスタンドに戻って式典に参加するので、行進後、指定された退場口から 

スタンドへ。退場口はレフト側、ライト側の２箇所を使用するので、順序を守ってゆっくりと退場

する。随行者は選手が走り回ったりしないように注意すること。 

 

(9)雨天中止の判断 

選手の健康に配慮し、雨天時は開会式を中止とする。 

天候不安定の場合、中止か否かの判断は午前５：３０に決定。 

それ以降判断しかねる場合のみ所属ブロック長に問い合わせること。 

 

以上、不明な点は１ページの問合せ先まで連絡して確認すること。 

 

 

 

 

平成 22 年 3 月 主催者  

ライト側出口へ レフト側出口へ 

●プラカード 

◎監督（指導者） 

総合開会式は１万人もの人が一堂に会するイベントです。スムーズに進行す

るよう運営スタッフも心がけますので、ぜひご協力のほどお願いします。 



入口

通路

入場行進待機図
通路

偶数
ス
タ
ン
ド

東部ブロック １２３チーム（４０１～５２３）

奇数

北部が前に移動したら全体的に前に移動して待機
【バックスクリーン裏】

中央ブロック ６０チーム（３０１～３６０）

南部ブロック ３２チーム（１９１～２２２）

前に続いて全体に移動して準備

南部１９０が移動したら前に順じ移動

北部ブロック ３３チーム（２５１～２８３）

通路

【球場内】

＊配置図はおおまかな目安にすぎません。実際の整列では
係員の指示に従ってください。

前年度優勝 （富士見コンドルズ） １
前年度準優勝 （中尾ライガース） ２
西部ブロック ３～９６（９４チーム）
南部ブロック １０１～１９０（９０チーム）

【球場内】

合計 ４３４チーム

行進方向
奇数→赤ラベル→ライト側
偶数→白ラベル→レフト側
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