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平素は、私たちスポーツ連盟の活動に、ご支援を賜り 厚く御礼申し上げます。
スポーツ連盟設立の趣旨は、創立宣言で 『スポーツは万人の権利』 と謳ったことに
象徴されているように、スポーツを国民の基本的な権利として確立し、国民誰もが
スポーツを楽しめるようにするために活動すること、また、そのために、わが国の
スポーツの自主的で民主的な発展を推進することにあります。
新日本スポーツ連盟では、『スポーツ君が主人公！スポーツは平和と共に！』
と言うスローガンがあり、これは参加される選手から役員を含め、選手全員・
自分が主人公である事を意味する言葉であります。
私達 スポーツ連盟野球協議会では、スポーツ祭典軟式野球大会を行っており、
京都府大会も、今年で55回の開催を迎えます。開催に辺り、大会要綱・開催日程が
決定致しましたので、貴殿チームに御案内申し上げます。
本大会は、関西ブロック野球大会 京都府代表選考会を兼ねてます。
優勝されましたチームには、関西ブロック野球大会の出場権が御座いますので、
同大会にも参加出来ます。
また、関西ブロック大会でも上位に残られた場合、秋に行われる全国野球大会の
出場権を得る事が出来ますので御検討下さい。
貴殿チームの御出場を、心よりお待ちしております。
2018年 3月 13日

新日本スポーツ連盟 京都府野球協議会
理事長

【

大会実施日程

中本 邦彦

副理事長

】

2018年 4月 15日
2018年 4月 22日

日曜日
日曜日

太陽が丘野球場
横大路公園硬式野球場

2018年 6月 3日
2018年 6月 10日
2018年 6月 17日
2018年 6月 24日
2018年 7月 1日
2018年 7月 8日
2018年 7月 22日
2018年 7月 29日

日曜日
日曜日
日曜日
日曜日
日曜日
日曜日
日曜日
日曜日

みどりが丘第３グラウンド
岡崎公園野球場
みどりが丘第３グラウンド
横大路公園硬式野球場
みどりが丘第３グラウンド
三栖公園グランド
横大路公園硬式野球場
吉祥院公園野球場

関西ブロック大会

2018年 10月 7日
2018年 10月 8日

日曜日
月曜日

滋賀県 （詳細未定）

2018年 11月 3日
2018年 11月 4日

土曜日
日曜日

岩手県 （詳細未定）

全国大会

小山 歩

2018 年度

第 56 回

京都スポーツ祭典軟式野球大会
上部大会あり：（ 関西ブロック野球大会 京都代表選考会 ）

【

大会実施要綱

主

催

後

援

新日本スポーツ連盟 京都府野球協議会
新 日 本 ス ポ ー ツ 連 盟 京 都 府 連 盟
京都府教育委員会・京都市教育委員会
内
外
ゴ
ム
株
式
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社

】

期日と会場
2018年 4月 15日
2018年 4月 22日

日曜日
日曜日

2018年 6月 3日 日曜日
2018年 6月 10日 日曜日
2018年 6月 17日 日曜日
2018年 6月 24日 日曜日
2018年 7月 1日 日曜日
2018年 7月 8日 日曜日
2018年 7月 22日 日曜日
2018年 7月 29日 日曜日

太陽が丘野球場
横大路公園硬式野球場

※ 注記あり
※ 注記あり

みどりが丘第３グラウンド
岡崎公園野球場
みどりが丘第３グラウンド
横大路公園硬式野球場
みどりが丘第３グラウンド
三栖公園グランド
横大路公園硬式野球場
吉祥院公園野球場

他予備日

関西ブロック大会
2018年 10月 7日
2018年 10月 8日

日曜日
月曜日

滋賀県 （詳細未定）

土曜日
日曜日

岩手県 （詳細未定）

全国大会
2018年 11月 3日
2018年 11月 4日

競技規則
2018年度 公認野球規則に準じて行う。尚、グランドルールは当日、審判員より説明が有ります。

競技方法
1) 競技は、トーナメント方式で７回戦とする。試合は原則として１時間２０分で行う。
※ 時間に応じて、担当審判員が最終回の宣告を行う。イニングの途中でも宣告する事がある。

2) 決勝戦のみ、試合時間を１時間４０分で行う。
3) 本大会は、時間に関係なく 下記の条件によりコールドゲームを適用する。

4)
5)
6)
7)

Ａ 4回終了時点で７点以上の差、5回以降で6点以上の差が生じた場合。
Ｂ 4回終了以降で、降雨により試合続行が困難となった場合。（降雨コールド）
試合終了時点で同点の場合、抽選にて勝敗を決定する。（決勝戦は特別試合を１回行う）
試合には、１チーム９名以上の選手にて試合をする。尚、ＤＨ制は採用しない。
試合球は、スポーツ連盟京都府野球協議会の認定球（Ｍ号ボール）で行う。
各チームから、試合毎に上記の新品認定球 ２個を本部にて購入する事。（￥1,500-）
※ 紛失した場合、１球単位で新球の補充をすること。

表彰の対象
1) 優勝チーム、準優勝チームを表彰する。 優勝チームには、関西ブロック大会の出場権を与える。
※ 優勝チームが、上部大会出場を拒否した場合、準優勝チームが出場権の対象となる。
2) 審判員にも、優秀審判員賞を設ける。

諸注意
1) 選手登録用紙提出後の選手登録の変更を認めない。選手登録は３０名以下とする。
2) 試合には、登録選手以外は出場出来ない。尚、監督・主将でも 試合に出場する場合は、
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)

選手登録をする事。
ベンチ内に入る者は、チームの代表者・監督・選手・コーチ・マネジャー・スコアラーとし、
「 大会選手登録申込用紙 」に登録されていない者は、ベンチに入れない。
ベンチは、試合の組み合わせ番号の若いチームが一塁側とする。
雨天の場合の処置について
Ａ 試合の中止は当日球場で決定する。（問い合わせ時間前に、質問には答えられない。）
Ｂ 雨天でも主催者から特に指示のない場合は、会場に集合する。
試合の中止決定は、前日に行わない。事前に決定した場合は、本部より連絡致します。
試合中のファールボールは、必ず両チームで拾いに行くか、攻撃側チームが補充する｡
チームは、試合開始予定時刻の３０分前に、先発メンバー表を本部席に提出する。
試合開始予定時刻になっても、９名以上選手がそろわない場合は、棄権負けとする。
選手のユニホーム・アンダーシャツ・ストッキング・帽子マークは、同チーム同色・同型の
ものを着用する。（ズボンに番号のある場合は、背番号と数字が同一のものとする。）
ジャッジに対する質問は、監督・もしくは主将と当該選手がルールの適用に関して質問出来る。

11)
～抗議について～

Ａ 試合中のストライク・ボール・アウト・セーフ・フェア・ファール等の審判員のジャッジ
についての抗議は一切認めない。【選手がジャッジに従わない場合は退場を命じる。】
Ｂ 審判員や選手に対する個人攻撃、非スポーツマン的プレー（ラフプレー等）は、厳禁とする。
Ｃ 審判員の指示に従わない選手が退場したチームは、次回以降 大会の参加を受付しない。

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
る。 22)

ひどいヤジ等（対戦相手・審判）については、その選手に退場を命じる。
試合の運営については、審判員の裁量で裁定を下す場合もある。
攻撃チームの選手が負傷で治療が長引く場合は、前位打者に臨時代走を認める。
選手のケガの処置は各チームに一任する。スポーツ保険加入希望は、ご相談下さい。
捕手は傷害防止の為、マスク・レガース・プロテクターを着用する事を義務化する。
選手は、試合中の喫煙を厳禁とする。（喫煙者を発見次第、没収試合とする。）
試合に未登録選手が出場した事が判明した場合は、即時にチーム出場資格を取り消す。
雨天等で大会日程変更の場合は、主催者側が変更する日程に指示に従う事。
車の駐車については、会場係員の指示に従う事。各チームで乗り合わせで来場下さい。
ベンチに、お子様を入れないで下さい。万が一、ベンチに入る場合は自己責任とする。
特別試合について（決勝戦のみ適用） 『一死満塁』からとし、下記内容にて行う。
～守備側～
試合経過とかかわりなく、守備位置は随意とする。
～攻撃側～
試合経過とかかわりなく、走者・打順は随意とする。
但し、同一打者が同一イニングに再出場出来るのは、打者が１０人目からとする。
※

攻撃途中での代走は認めない。

特別試合は公式記録としない。

23) 試合後は、試合を行った両チームでグラウンド整備を必ず行う事。
24) 試合後ベンチは速やかに明け渡し、ゴミは各自で持ち帰る。（毎回、掃除が大変です）

開会式（キャプテン会議）・閉会式について その他
1)
2)
3)
4)

開会式は、抽選会終了後、抽選会会場で行う。抽選会には、各チームから1名以上参加する事。
選手宣誓は、本抽選 『選手宣誓用』 のクジを引いたチームが行う。
閉会式は、決勝戦終了後、ただちに行います。
基本、代理抽選は認めません。（大会本部が認めた場合は除く）

キャプテン会議 （ 代理抽選 ）
（ 抽選会は行いません ）

2018年 4月 1日

日曜日
申込締切

２０：００ まで

抽選結果は、2018年 4月 4日 までに連絡致します
〒615-0013

京都府京都市右京区西院松井町7-1
電話 075-315-9710

～ お申し込み期限 ～
本日～ 上記申込締切 まで。

≪お申し込み手順≫
①

※ 必ず守って下さい！！

大会参加意思表明を必ずして下さい。（ＥメールかTELでの受付になります）
メールでお申込の場合、チーム名と代表者の氏名を記入して下さい。
（メールの場合、書式等は御座いませんので、メール本文に記入して下さい。）
スポーツ連盟担当者から、参加の可否をご連絡致します。
参加優先順位は、前年度スポーツ連盟主催の野球大会参加チームを優先する。

②

大会参加費用を下記口座に、必ず振り込んで下さい。
振込の際、チーム名・代表者氏名を必ず記入しておいて下さい。
（大会参加費用の振込が確認されないと、正式参加とみなしません。）
③ 選手登録用紙を、eｰmail で、下記問合せ先までお送り下さい。

上記確認が取れた上で、正式参加とみなします
④

各チームに、インターネット・ｅ-ｍａｉｌ を使用される方の連絡先を記入下さい。
（情報が、早く送信出来る為のお願いです。）

【大会参加費用 振込先】
振込先： 京都銀行 山科中央支店・普通№349353
店番：183
名義：コヤマ アユム
※ 抽選会当日までに入金が確認出来ない場合、出場を辞退して頂きます。

大会参加費用
大会規模
大会試合方法

￥２３，０００－
（スポーツ保険は、別途お申し出下さい）
32チーム募集
（申し込み先着順で締め切ります。）
トーナメント方式

お問合せ先 新日本スポーツ連盟 京都府野球協議会 （事務所内は原則、不在です。）
FAX 075-315-7039
（新日本スポーツ連盟 京都府連盟内）

Ｅ-ｍａｉｌ ： njsf_kyoto-baseball@hotmail.co.jp
URL ： http://njsf0kyoto89.web.fc2.com/
新日本スポーツ連盟 京都府野球協議会

事務局長

小山 歩

Ｅ-ｍａｉｌ ： kcf21_@hotmail.com （個人）
TEL

０９０－１９０８－５２９１

（平日は、１９時以降に問合わせ下さい）

新日本スポーツ連盟京都府事務所の地図

