
（令和２年 10 月 29 日発表）

◆ ア ピ ー ル ポ イ ン ト

■大会には、東京六大学野球リーグから慶應義塾大学、明治大学、立教大学、

東京大学が参加し、地元大学・市内高校との交流試合を実施します！  

■『静岡商業高校 vs 慶應大学』や、『静岡高校 vs 明治大学』など市内強豪 

高校と六大学野球部との“夢のカード”も実現！ 

■新型コロナウイルス対策を実施し、一般の観客を入れて開催します！ 

■大会に先立ち、下記のとおり静岡市出身の六大学野球部選手が参加して 

記者会見を実施しますので、ぜひお集まりください。 

◆ 日時・期間
【記者会見】 令和２年 11 月４日（水）11：00～11：30

※大会日程は、下記大会概要参照 

◆ 場   所  静岡市役所 新館 8 階 市長公室 

◆ 大会概要 

【主 催】大学野球オータムフレッシュリーグ in 静岡実行委員会 

【日 時】令和２年 11 月 21 日（土）、22 日（日） 

【会 場】静岡県草薙総合運動場硬式野球場、静岡市清水庵原球場 

【入場料】無料 

７                     不参加 

【参加大学】（８校） 慶應義塾大学／明治大学／立教大学／東京大学／静岡大学／

東海大学海洋学部／静岡産業大学／日本大学国際関係学部 

【参加高校】（４校） 静岡高校／静岡商業高校／静岡市立高校／清水桜が丘高校

◆ 内 容 な ど
【記者発表概要】 

開催概要/試合日程/出場選手/地域貢献プログラム/企画チームの活動内容

【発表者】 

 ①大会実行委員会 委員 松橋 崇史（まつはし たかし） 

  ※慶応義塾大学野球部ＯＢ、拓殖大学准教授 

 ②慶應大学 齋藤來音（さいとう らいね）    1 年 外野手  静岡高校出身 

③明治大学 森田健介（もりた けんすけ）    1 年 投手   静岡市立高校出身

④立教大学 黒岩陽介（くろいわ ようすけ）  2 年 捕手   静岡高校出身 

 ⑤大会実行委員会 企画チーム（参加大学有志 ２名程度） 

 ※②～④の選手は、各大学のユニフォームにて参加します。

◆ 備   考
■観客の上限人数の設定、検温、消毒などの新型コロナウイルス感染症対策 

 を実施したうえで、開催します。 

別紙資料  有

記者会見の取材と、大会当日（21、22 日）の 

選手たちの雄姿をぜひ取材ください！

報道資料

【問合せ】スポーツ交流課 ホームタウン推進係 

      （静岡庁舎 16 階） 

     電話 054-221-1072 

変更 

※東京大学不参加のため

11 20

■21 日（土）に参加予定であった東京大学において、野球部員（オータムフレッシュリーグ参加

予定部員ではない）に体調不良者が出たため、大学の規定により部活動停止となり不参加となり

ました。 

■東京大学の不参加に伴い、21 日庵原球場での「静岡産業大学対東京大学」、「清水桜が丘高校対

東京大学」が中止となり、「静岡産業大学対清水桜が丘高校」の１試合のみの実施となります。

■新型コロナウイルス感染拡大の影響により、22 日（日）に草薙総合運動場屋内運動場で予定し

ていた、小学生、中学生対象の野球教室は中止となりました。 

■最新の大会情報は、大会公式ＨＰ 

 https://baseball.sfc.keio.ac.jp/autumnfresh-league/ をご覧ください。



 

第 3 回大学野球オータムフレッシュリーグ in 静岡 開催概要 

 

● 静岡大学野球オータムフレッシュリーグ開催趣旨 

静岡市の草薙球場や庵原球場を主な舞台に、参加校の次世代主力選手の育成を目的とした

交流試合、ならびに、地元高校との交流試合、選手による地域貢献プログラムを実施する。

それらの取り組みを参加大学の野球部の学生／生徒が準備・企画・運営することによって、

参加チームの人材育成（競技面での人材育成と企画運営面の人材育成）、大学野球部／高校

野球部の地域貢献を促進することで、参加校／開催地双方の「ひとづくり」「まちづくり」

に寄与することを目的に開催致します。 

 

● 開催要項  主  催 大学野球オータムフレッシュリーグ in 静岡実行委員会 

    （参加大学野球部／OB 会、静岡県野球連盟、静岡野球協議会などの地元の協力団体）  後援 静岡市など  開催日時 2020 年 11 月 21 日（土）、22 日（日）※各校参加は 21 日か 22 日かのいずれか 1 日  利用球場 静岡県草薙総合運動場硬式野球場、静岡市清水庵原球場  地域貢献プログラム 六大学野球部部員がオンラインで地元高校生への指導を実施する。 

          ※11 月 15 日（日）実施済  新型コロナウイルス感染対策を実施した上で、草薙球場は 3,000 人、庵原球場は 2,000 人

を観戦者の上限とする。 

  参加校         静岡県内 静岡大学野球部、東海大学海洋学部野球部、静岡産業大学野球部、 

     日本大学国際関係学部野球部 計４校  関東地区 慶應義塾大学体育会野球部、明治大学野球部、立教大学野球部 計３校  

※11 月 20 日東京大学野球部の不参加が決定 

※県外からの参加大学は全て日帰り  地元高校 静岡高校、静岡商業、静岡市立高校、清水桜が丘高校 計４校 

 

● 参加選手 

1，2 年生を主体とし、2 軍レベルの選手構成を想定。 

最大参加人数は、選手 30 名、学生スタッフ 2 人、マネージャー2 人、指導者 1 人まで。ま

た 3 年生(オーバーエイジ)は選手 30 人のうち、3 人まで可。 

 

 



 企画チームの活躍と大会の準備、運営  参加大学野球部の学生（選手）とマネージャーによって企画チームを創設し 10 名程度の学

生が参加しています。広報班、地域貢献班に分かれて準備を進め、大会開催時は大会運営を

統括、担当します。選手の競技面での成⾧を図ると共に、企画運営に携わる経験を通じて

様々なことを学ぶことを目的としています。 

■広報班 パンフレットに掲載する大学と高校の情報の収集と集約、ホームページの作成、    

SNS による情報発信 

■地域貢献班 地域貢献プログラムの企画、運営。今年度は高校生を対象にしたオンライン 

企画（11 月 15 日実施）を実施 

※小・中学生向け野球教室は新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 

■大会運営のための準備 大会当日の大会運営に関するマニュアルやスケジュールの作成、 

各球場との事前打ち合わせ（大会申請、使用場所の確認など）、 

コロナ対策ガイドラインに基づく対応の検討 

  新型コロナウイルス感染症対策 

【来場者向け※主なもの】 

（１）来場者の上限を草薙 3,000 人、庵原 2,000 人とする。 

（２）入場時の流れ※草薙、庵原共通 

①検温、②消毒、③来場者記録票記入（グループごと）、④注意事項記載チラシ配布 

⑤来場者が着席し、記録票に座席番号記入後、スタッフが回収 

（３）３７．5 度以上の入場禁止、濃厚接触者ではないなどコロナ禍における基本的な入場制限 

（４）一席以上間隔を空けての着席を依頼 

（５）大声での声援、鳴り物での応援等の禁止（手拍子は可） 

（６）場内飲酒禁止 

（７）座席の移動はしないように呼びかけ 

 

【参加学生向け※主なもの】 

（１）開催２週間前からの体温チェック 

（２）移動中のマスク着用（関東学生はバスで移動※日帰り） 

（３）関東から来る学生、チーム関係者との、静岡側関係者との接触機会の制限 

（４）試合後の、ベンチ、ロッカールームの消毒 

以上 



変更前

草薙球場 清水庵原球場

21日 21日

第1試合(9:30) 静岡大学vs慶應義塾大学 第1試合(9:30)  静岡産業大学vs東京大学

第2試合(13:30) 静岡商業高校vs慶應義塾大学 第2試合(13:30)  清水桜が丘高校vs東京大学

22日 22日

第1試合(8:30)
リトルシニア静岡東西ブロック選抜

vs ボーイズリーグ静岡県選抜
第1試合(9:30) 東海大学海洋学部vs立教大学

第2試合(11:30) 日本大学国際関係学部vs明治大学 第2試合(13:30) 静岡市立高校vs立教大学

第3試合(15:00) 静岡高校vs明治大学

変更後

草薙球場 清水庵原球場

21日 21日

第1試合(9:30) 静岡大学vs慶應義塾大学 第1試合(12:00) 静岡産業大学vs清水桜が丘高校

第2試合(13:30) 静岡商業高校vs慶應義塾大学  第2試合(13:30) ―

22日 22日

第1試合(8:30)
リトルシニア静岡東西ブロック選抜

vs ボーイズリーグ静岡県選抜
第1試合(9:30) 東海大学海洋学部vs立教大学

第2試合(11:30) 日本大学国際関係学部vs明治大学 第2試合(13:30) 静岡市立高校vs立教大学

第3試合(15:00) 静岡高校vs明治大学

第３回大学野球オータムフレッシュリーグin静岡 試合日程

※東京大学不参加に伴う変更分


