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理事長挨拶
～ウイズコロナで変革を～

２０２０年より世界中で新型コロナウイルス感染症拡大との戦いが続いておりますが、新

たにオミクロン株の発生と合わせて、未だにその勢いは収まる気配が有りません。社会全体

の生活が大きく変わり、その中でリトルリーグの活動も変わらざるを得なくなりました。

この２年間は、世界大会の中止から、米国代表勢だけでの開催に縮小され、国内でも全国

選抜大会が２年連続中止となり、連盟大会まで厳しい予防対策を行いながらの実施で、リー

グでは満足な練習もできない状況です。

このような事態の中ですが、私自身はアフターコロナを期待するのではなく、ウイズコロ

ナで変革をしながら活動を継続していく事が一層重要なことになるだろうと考えています。

４２年の歴史と伝統を誇る北関東連盟の第九代となる理事長として、これまでの経験を活

かし、選手達が世界の大舞台で活躍出来る日が一日も早く来ることを祈念しつつ、なんとか

変革のアイデアを模索し実行していく所存です。

それには、協賛企業の皆様方、リーグ関係者等の皆様方から様々なご支援、ご指導を賜り

たく、お願い申し上げます。

皆様方と一緒に、ウイズコロナで変革を目指します。 理事長川田裕夫



世界チャンピオンを目指しています！

 リトルリーグは1939年、米国で誕生した国際的な少年硬式野球の組織です。

 国際本部は米国にあり、日本は全国12連盟にわかれて約180リーグが活動して
います。

 北関東連盟はその12連盟の１つで埼玉県、栃木県、群馬県を所管地域として各
種大会を主催しています。

 毎年、全国12連盟代表リーグが参加し、リトルリーグ全日本選手権大会が開催
され、優勝リーグは米国本部より招待を受け、ペンシルベニア州で開催される
世界大会への出場権が与えられます。

 日本代表チームは過去10年間で優勝4回の成績をおさめています（2012，2013，
2015，2017年）。

 2018年には川口リトルリーグが世界第３位に輝きました！



組織

リトルリーグ埼玉エリア

（公財）日本リトルリーグ野球協会

リトルリーグ国際本部（米国）

14リーグ所属

全国12連盟
約180リーグ

80ヵ国以上
約7500リーグ

ボランティアにより

運営しています！

特定非営利活動法人リトルリーグ北関東連盟



北関東連盟代表リーグの主な戦績など

年 大会 部門 開催地 リーグ 成績

2021 全日本選手権*1 メジャー 上田市 深谷市リーグ 準優勝

東日本選手権 メジャー 青森 浦和リーグ 準優勝

秋季関東大会 メジャー 東京 深谷市リーグ 準優勝

2019 全国選抜大会*1 メジャー 本庄市＊2 大宮東リーグ 準優勝

2018 世界大会 メジャー 米国 川口リーグ 第３位

全日本選手権*1 メジャー 上田市 川口リーグ 優勝

春季関東大会 メジャー さいたま市＊2 川口リーグ 準優勝

MLB CUP*1 マイナー 石巻 越谷リーグ 優勝

2017 全日本選手権*1 インターミディエット さいたま市＊2
深谷市リーグ
大宮西・上尾

第３位

全国選抜大会*1 メジャー 宮崎 川口リーグ 優勝

秋季関東大会 マイナー 深谷市＊2 越谷リーグ 優勝

＊1: 全国大会 ＊2: 北関東連盟主管大会

（過去5年間）

（2020年はコロナ禍にあり大会はすべて中止）



12歳までなら誰でも入団できます！

 リトルリーグ北関東連盟は約50年の歴史があり、2022年2月には

特定非営利活動法人（NPO法人）になりました。

⚫ 法令遵守マニュアル、個人情報保護基本方針等を定めウェブで公開し
ています。

⚫ 日本スポーツ振興センター（JSC）へ助成金申請中：リーグの経済負
担を軽減し、選手募集活動に充当

 未就学生から12歳まで性別を問わず誰でも入団できます。

 年齢・学年毎の部門にわかれ活動しています。

 地区制限（バンダリー）ルールがあります（地域密着！）。

⚫ どこでも好きなリーグに自由に入団できるわけではありません。

⚫ リーグ毎に定められた地区内に居住もしくは通学先の学校が

存在しなければなりません。
厳格に
遵守！



年齢・学年毎の部門

 インターミディエット部門

 11～13歳の選手（4-8月生まれの小学5年生～中学1年生）

 メジャー部門

 11～12歳の選手（4-8月生まれの小学5年生～ 9-3月生まれの中学１年生）

 マイナー部門

 10～11歳の選手（4-8月生まれの小学4年生～ 9-3月生まれの小学6年生）

 ティーボール部門

 未就学生～小学3年生



大会・事業

毎年１～2月に開幕式を開催

スポンサー様をご招待し

来場の皆様にご紹介します

 インターミディエット部門

 春季北関東連盟大会

 全日本選手権北関東連盟大会 優勝で全日本選手権へ ⇒ アジア・パシフィック選手権大会 ⇒ 米国での世界大会

準優勝等成績上位で関東大会へ

 秋季北関東連盟大会 成績上位で関東大会へ

 メジャー部門

 春季北関東連盟大会 成績上位で関東大会へ

 全日本選手権北関東連盟大会 優勝すると全日本選手権へ ⇒ 米国での世界大会

 東日本選手権北関東連盟大会 成績上位で東日本選手権大会へ

 全国選抜兼秋季北関東連盟大会 成績上位で全国選抜大会、関東大会へ

 マイナー部門

 KEIO CUP マイナー大会

 MLB マイナー北関東連盟大会 成績上位で全国大会（石巻）へ

 秋季マイナー北関東連盟大会 成績上位で関東大会へ

 ティーボール部門

 春季ティーボール北関東連盟大会 成績上位で関東親善大会へ

 武蔵コーポレーション杯北関東連盟大会

 フタバスポーツ杯ティーボール大会 成績上位で東日本地区親善大会へ



地区制限ルール（バンダリー）

⚾朝霞リーグ

⚾大宮北リーグ

⚾富士見リーグ

⚾草加リーグ
⚾志木リーグ

⚾埼玉西部リーグ

⚾越谷リーグ

⚾川口リーグ

⚾大宮東リーグ

⚾大宮リーグ

⚾深谷市リーグ

⚾浦和リーグ

⚾宇都宮リーグ

⚾上尾市リーグ



スポンサー・パートナー

（申請中）



安全対策

 コロナ対策

 保護者同意書

 参加者全員 健康チェックシートへの記録 等々

 投球数制限

 年齢別での投球数制限と休息日設定（例：11～12歳は1日最大85球）

 胸部パッド

 全部門の全選手に義務付け

 AED

 全大会・全会場に必ず設置

 投手用ヘッドパッド（試行中）



リトルリーグ埼玉エリア

 リトルリーグ埼玉エリアは、リトルリーグ北関東連盟が主催する大会を主管します。

 各リーグは、リトルリーグ埼玉エリアに所属します。

⚫ 南エリア

⚾朝霞リーグ

⚾川口リーグ

⚾越谷リーグ

⚾埼玉西部リーグ

⚾志木リーグ

⚾草加リーグ

⚾富士見リーグ

⚫ 北エリア

⚾上尾市リーグ

⚾宇都宮リーグ

⚾浦和リーグ

⚾深谷市リーグ

⚾大宮リーグ

⚾大宮東リーグ

⚾大宮北リーグ



特定非営利活動法人

リトルリーグ北関東連盟
https://www.little-kitakanto.org/

お問合せ先：info@little-kitakanto.org
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