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令和元年７⽉１３⽇ 

令和元年度 
第４５回 中野区少年野球連盟 秋季少年軟式野球⼤会 

監督会議 資料 
 
 

«チーム名» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 第４５回中野区少年野球連盟 秋季少年軟式野球⼤会監督会議終了後、東京スワローズカップ争
奪 第３６回東京２３区少年軟式野球⼤会 および東京都知事杯第２回東京都軟式野球マクドナル
ド・ジュニアチャンピオンシップ 代表決定戦の監督会議を⾏います。 
下記チームは出席をお願いいたします。 
 
２部 

コンバッツＡ、新⼭クラウンス野球倶楽部Ａ、城⼭ヤンガースＡ 
中野ファイターズＡ、中野セネタースＡ、⽩鷺ヘロンズＡ 

３部 
コンバッツＢ、中野セネタースＢ、新⼭クラウンス野球倶楽部Ｂ、鷺宮スタージョーズＢ 
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2019 年７⽉１３⽇（⼟） 
中野区少年野球連盟 

 

令和元年度 第４５回 中野区少年野球連盟 秋季少年軟式野球⼤会 
監督会議 レジュメ 

於：中野区体育館地下第⼀会議室 

1. 受付 18:15〜 

① 参加費などの徴収（エントリー⼀覧） 
② 来場したチームに必要書類をエントリーチーム数配布 
③ くじ引きのための番号札を配布 

(ア) 裏向きで設置。引いた番号順で抽選を⾏う。（各部共通） 
(イ) 受付係は各チームが引いた番号を確認、記録する。 

2. 秋季少年軟式野球⼤会 監督会議 開会 18:30〜 

① 島﨑進 理事⻑ 開会の辞  

② 配布資料確認（⼤和⽥） 

(ア) P01  表紙  

(イ) P02~03 監督会議レジュメ 

(ウ) P04~06 秋季⼤会実施要綱 

(エ) P07~09 秋季⼤会競技上および審判上の注意事項  

(オ) P10  ⼤会会場注意事項 

(カ) P11  ⽩鷺せせらぎ球場の認定ホームランについて 

(キ) P12  平和の森への⾃転⾞での集合について 

(ク) P13  平和の森利⽤に関して 

(ケ) P14~15 秋季上部⼤会に関して 

(コ) P16  ブロック表 

(サ) P17  トーナメント表 

(シ) P18  野球規則、競技者必携に最低⼀度は⽬を通してください 

(ス) P19  令和元年度 夏季審判講習会のご案内 

③ 決勝トーナメント、教育部ブロックの説明（⼤和⽥） 

④ 抽選会（それぞれの A ブロック１番が選⼿宣誓）（⼤和⽥、⼩川、江連） 

(ア) ⼆部（３ブロック）《Co、新⼭、SY はシード》 

(イ) 三部（３ブロック）《シードなし》 
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(ウ) 教育部（２ブロック） 

⑤ ⼤会規定の確認（⼩林審判部⻑） 

(ア) 別紙「秋季⼤会注意事項」参照 

(イ) 質疑応答 

⑥ 諸連絡：項⽬ごとに質疑応答（⼤和⽥） 

(ア) 開会式⽇時説明（実施要項参照） 

(イ) 選⼿登録（締め切りは 8/2 ⾦）（実施要項《別紙》参照） 

(ウ) 学校⾏事（わかり次第）（実施要項《別紙》参照） 

(エ) 登録変更届（実施要項《別紙》参照） 

(オ) 審判登録（締め切りは 8/2 ⾦）（実施要項《別紙》参照） 

(カ) 試合結果報告（実施要項《別紙 2》参照） 

(キ) ⼤会会場注意事項 

(ク) 平和の森利⽤に関して（開会式時の駐輪に関して） 

(ケ) 秋季⼤会上部⼤会に関して（別紙参照） 

(コ) 秋季⼤会開会式準備のための打ち合わせ 

1. 令和元年 8 ⽉ 10 ⽇（⼟）中野体育館地下第⼀会議室会議室 18:30 開始 

(サ) そのほか 

⑦ 審判、野球規則、競技者必携に関して（⼩林審判部⻑） 

(ア) 7/28 に春季審判講習会を予定（令和元年度 夏季審判講習会のご案内参照） 

(イ) 野球規則、競技者必携に最低⼀度は⽬を通してください を参照してください。 

⑧ 島﨑進 理事⻑ 閉会の辞 
3. 東京スワローズカップ争奪 第３６回東京２３区少年軟式野球⼤会 および東京都知事杯第２回東京都軟式野

球マクドナルド・ジュニアチャンピオンシップ 代表決定戦 監督会議 
① ⼆部抽選 

(ア) コンバッツＡ、新⼭クラウンス野球倶楽部Ａ、城⼭ヤンガースＡ、中野ファイターズＡ、中野セネター
スＡ、⽩鷺ヘロンズＡ 

② 三部抽選 
(ア) コンバッツＢ、中野セネタースＢ、新⼭クラウンス野球倶楽部Ｂ、鷺宮スタージョーズＢ 

③ 審判部からの注意事項（⼤会注意事項は秋季⼤会に準じる） 
④ 事務局からの注意事項（秋季⼤会に準じる） 

(ア) 代表決定戦と秋季⼤会のダブルヘッダーは⾏わない。 
(イ) 新⼈戦とのダブルヘッダーの可能性はある。 

⑤ そのほか 
⑥ 閉会 
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令和元年６⽉吉⽇ 
中野区少年野球連盟 会⻑  加藤 洋右 

理事⻑  島﨑 進 

令和元年度 第４５回 中野区少年野球連盟 秋季少年軟式野球⼤会 実施要綱 
1. 主催 

l 中野区少年野球連盟 
2. 後援 

l 中野区、東京新聞・東京中⽇スポーツ、ナガセケンコー（株）、ＫＡＺＵスポーツ(株)、(有)チャイルドス
ター 

3. 期⽇ 
l 令和元年８⽉２５⽇（⽇）〜 

4. 会場 
l 平和の森公園多⽬的運動広場、⽩鷺せせらぎ公園多⽬的運動場、本五ふれあい公園多⽬的運動場、妙正寺

川公園運動広場、鷺宮運動広場、その他球技解放校、他 
5. 開会式 

l 令和元年８⽉２５⽇（⽇）：平和の森公園多⽬的運動広場（プラカード持参）8:20 集合、8:50 開始 
6. 監督会議（抽選会と参加費他の徴収） 

l 令和元年７⽉１３⽇（⼟）中野体育館地下第⼀会議室：（受付）１８：００、（開始）１８：３０ 
7. 参加費、他 

l 参加費  ￥１０，０００（１チーム） 
l 後期会費  ￥６，０００（１団体） 

8. 参加資格 
l 本連盟加盟団体で男⼥共、１部は中学校 3 年⽣以下、２部は⼩学校 6 年⽣以下、３部は⼩学校 4 年⽣以

下、教育部は⼩学校 3 年⽣以下の 9 名以上 20 名以内で編成したチーム。また、参加各チーム最低１名以
上の審判部登録。  

9. 使⽤球 
l 中学⽣軟式ボール M 号、⼩学⽣軟式ボールＪ号（各チームで試合ごとに⼆つ⽤意） 

10. 「エントリー」「選⼿登録」「試合不可届」「登録変更届」「審判登録」 
l 別紙参照 

11. 試合結果報告 
l 別紙 2 参照 

12. 適⽤規則 
l 本⼤会は２０１９年公認野球規則、競技者必携、全⽇本軟式野球連盟適応ルール記載の規程、及び別に定

める特別規則（競技上および審判上の注意事項）を適⽤します。 
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《別紙》「エントリー」「選⼿登録」「試合不可届」「登録変更届」「審判登録」 

① エントリー 
l 下記エントリーフォームに必要事項を記⼊の上、７⽉５⽇（⾦）までにエントリーしてください。 

² https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefL7xrSSlvtx1j-faGRtg9-QPz_206se583h9nFoE6nJ9vww/viewform?usp=sf_link 

l 教育部に限り９⽉７⽇（⼟） までエントリーを受け付けますが、極⼒７⽉５⽇（⾦）までにお願いしま
す。 

② 選⼿登録に関しまして 
l 選⼿登録書は７⽉以降連盟 HP に UP 予定です。【連盟 HP＞⼤会案内＞2019 年 各⼤会の案内と注意事

項等＞2019 ９⽉.連盟秋季】 
² http://www.jsbb-nsbb.org/tournamentguide/tournamentguide2019 

l 上記より「2019 秋季⼤会選⼿登録書」をダウンロードし、必要事項を記⼊の上、８⽉２⽇（⾦）までに
連盟事務局 nsbb.owada@gmail.com へメールにて添付送信してください。 

③ 学校⾏事等試合不可届 
l 年間⾏事がわかり次第、連盟 HP より「学校⾏事試合不可届」をダウンロードし、８~１２⽉分を記⼊の

うえメールにて添付送信してください。【連盟 HP＞届出⽤紙＞届出⽤紙（チーム⽤）】 
² http://www.jsbb-nsbb.org/notification/notificationteam 

④ 登録変更届 
l 選⼿登録締め切り後の登録変更は登録変更届を使⽤します。（30 番の変更はできません） 
l 連盟 HP より登録変更届をダウンロードし必要事項を記⼊してください。【連盟 HP＞届出⽤紙＞届出⽤紙

（チーム⽤）】 
² http://www.jsbb-nsbb.org/notification/notificationteam 

ü 必ず紙⾯で⼆部作成し、⼀部は⼤会本部提出⽤、⼀部はチーム控とすること。 
ü ⼤会中は常にチーム控を携帯し、審判部もしくは相⼿チームから提⽰の要求があった場合は提⽰すること。 
ü 提出を受け取った審判員は、当⽇中に写メを撮り連盟事務局 nsbb.owada@gmail.com まで添付送信願います。ま

た、閉会式まで原本を管理し、閉会式終了後破棄してください。 
l 提出された登録変更届は誰でも下記から閲覧できます。 

² https://www.dropbox.com/sh/on1qqpvhu6qmkvf/AAAr6gClSmKB2to_-fAuabtEa?dl=0 

⑤ 審判登録 
l 参加各チーム 1 名以上の審判部登録をお願いいたします。（春季⼤会で登録済みの審判部員は再登録の必

要はありません） 
² 最低でも⼀回以上審判講習会参加者（連盟、N リーグ、ハイパーリーグいずれか）。 

² ⼆週間のうち、最低⼀回以上配置可能である⼈。 

² チーム試合帯同には最⼤限配慮しますが、チーム練習のため配置不可は認められません。 

² 各チーム⼆週間連続で審判配置が不可能なことがないようお願いいたします。 

ü その可能性のあるチームは複数審判員を登録してください。 

² 審判配置はメールにてご連絡します。メールを受信できない⽅はチーム内での連絡をお願いいたします。 

l 審判部登録は下記フォームよりお願いいたします。 
² https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLJVOPsZWlc4Kpx9B2s-Ehj-sq94GcVREuLCOyD8MtrCLwwQ/viewform?usp=sf_link 

l 登録された審判部員⼀覧は下記から閲覧できます。 
² https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qGCHumU5sgnqESeXYKd9LXCHT6kvEvJczFEgfTDKfS4/edit?usp=sharing 
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《別紙２》試合結果報告 
 全ての中野区少年野球連盟、中野区軟式野球連盟の試合におきまして、⼤会運営を円滑に進めるため各チームの
皆様にご協⼒を頂きたく下記の通りよろしくお願いいたします。 
 
1. 試合終了後、審判部が試合結果報告書に全ての事項を記⼊します。 
2. 勝利チーム（引き分けの場合は⼀塁側ベンチチーム）が試合終了後直ちに審判席にある試合結果報告書を写メ

に取り連盟事務局まで送信ください。 
(ア) ⾃チームだけではなく、試合結果報告書全体が写るようにしてください。 
(イ) 撮る前に全ての項⽬を審判員が記⼊済みかどうか、また誤記が無いかを確認してください。 
ü 特に総得点数、試合開始および終了時刻、審判員名をご確認ください。 

(ウ) 送信先は連盟事務局 nsbb.owada@gmail.com です。メールの件名に「試合結果報告」の⽂字を⼊れて
ください。 

(エ) 送信者はチーム内のどなたでも結構ですが、スマホで撮ったままの写真サイズの送信をお願いいたし
ます。送信時に写真を縮⼩したものやガラケーでの撮影では⽂字がぼやけてしまう事があります。 

3. 必ず写メでお願いいたします。FAX は不可です。 
 

追記： 
その会場の当⽇の試合結果報告書原本は、最後の試合の球審もしくは責任審判が当該⼤会の閉会式まで保管してく

ださい。閉会式終了後破棄していただいて結構です。 
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２０１９年7月１日 
第 45回秋季大会 競技上および審判上の注意事項 

中野区少年野球連盟 
※本大会は２０１９年公認野球規則、および競技者必携、全日本軟式野球連盟適応ルール記載の規程を適用する。但し下記の規程と大会会場注意事項

（別紙参照）を優先する。 

1. チームは監督 1 名、コーチ 2 名以内、選手 9 名以上 20 名以内で編成しなければならない。ただし、監督、コーチは、成人者でなければならな

い。 

(ア) 参加資格は１部＝中学生、２部＝小学６年生以下、３部＝４年生以下、教育部＝３年生以下の少年・少女である。 

(イ) 大会でベンチに入れる人員は、監督、コーチ、選手及び、チームの帽子を着用したチーム責任者(引率責任者)・マネージャー・スコアラー・

トレーナー等(有資格者)の各 1名とする。熱中症対策として、保護者（女性）2名以内をベンチに入れることができる。（ユニフォーム着用

者以外も同色、同形、同意匠の帽子を着用） 

① 監督およびコーチは選手と同一意匠であること。裾幅の広いストレートタイプのズボンは禁止。各大会の徽章等は外すことを推奨。 

② チーム責任者、マネージャー、スコアラーは品位のある服装である事。ユニホームのズボン、半ズボン、ぞうり、サンダル等は不可。 

(ウ) 背番号は、監督 30番、コーチ 29番、28 番、主将を 10番とし、選手は 0番から 99番とする。 

(エ) 試合中選手に指示を出せるのは背番号をつけた者だけである。 

(オ) 次試合チーム投球練習は、先発バッテリーのみ、前の試合が開始 50分を過ぎてからできる。 

(カ) 試合前のアップ時（シートノック時）の補助員としてコーチ（背番号 28•29 番）を認める。 

2. 試合時間は１部・２部は７回戦９０分、３部・教育部は５回戦８０分とする。 

3. ベンチ一塁側は大会運営事務局が決定し、攻守は試合開始前グランドイン時に各チームの主将がダートサークルまで集合しジャンケンで決める。 

4. 時間制限による試合の終了方式について、ブロック戦は全軟連方式（勝ち逃げあり）、トーナメント戦は中野区軟連方式（勝ち逃げ無し）を採用

する。（詳細別途記載） 

5. 試合結果がリーグ戦においては同点の場合引き分け、トーナメント戦においては特別延長戦(正規の打順無死一・二塁)を最大２回まで繰り返す。

決着がつかない場合は抽選で勝敗を決める。決勝戦は決着がつくまで特別延長戦を行う。 

6. 投手の投球制限について、２部は 1日 70 球、３部、教育部は 1日６０球とする。（詳細別途記載） 

7. 得点差によるコールドゲームは３回１５点差、４回１０点差、５回７点差とする。また、裏の攻撃終了時に試合残り時間が１０分を切っていた場

合、先攻が勝っており、且つ得点差が 7点以上あれば、イニングに関係なくコールドゲームとする。 

8. 降雨、雷、暗黒等で中止となった場合の試合成立は１部、２部は４回、３部、教育部は３回とする。試合成立回数まで消化できず球場の時間制限、

降雨、雷、暗黒等で中断された場合はサスペンデットゲームとする。ただし決勝トーナメント戦は再試合とする。 

9. タイムの回数制限。守備のタイム、監督のタイム、攻撃のタイムは１試合に各３回（三部と教育部は各 2回）までとする。 特別延長戦では２イ

ニングに１回とする。野手（捕手も含む）がタイムで集まった場合、そこへ監督が行けば双方１回として数える。逆の場合も同様である。選手交

代、及び申告敬遠のための監督のタイムは回数に含まない。  

10. 開始予定時刻の３０分前（小学校での試合は開始予定時刻の２０分前）には指導者、選手全員集合し、試合ボール２個とメンバー表４枚を提出し

検印を受ける。予定時刻に集合しないチームは不戦敗とする。 

11. 用具は「J.S.B.B」のマークの有る物を使用する。 

(ア) 打者、走者、次打者、ベースコーチ、ボールボーイは両側にイヤーフラップのついたヘルメットを着用すること。 

(イ) 捕手はマスク（スロートガード付）ヘルメット、プロテクター、レガード、ファールカップを着用すること。投球練習を受ける控え捕手も

防具をつけること。捕手は捕手用ミット以外のファースミット、野手用グローブの使用は禁止する。 

(ウ) 木製バットについて公認制度を適用しない。 

(エ) 打者用ヘルメットへのフェイスガード取付け等の改造は禁止する。 

12. 試合中の事故、球場への往復の事故は主催者側では責任を持てません、注意の上参加してください。 
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《学童部における投球制限について》 

1. 投手の投球数は各チームでカウントする。特に審判部ではカウントしない。また投球数をカウントするための係も設けない。 

2. 各チームは、自チームの投手の投球数をカウントし、5.6年生は70球、4年生以下は60球に達した場合、その打者が打撃を完

了した時点で、自主的に投手交代する責を負う。これは投手の健康管理を各チームでそれぞれ行うためである。 

3. 投手が70球を超えて次打者に投球した場合、相手チームからのアピールがあればその打者が打撃を完了した時点で投手交代を

しなければならない。ただし、70球を超えて次打者に投球が行われた際のプレイは全て有効である。 

4. カウントされるのは投球だけである。ボーク時の投球も投球とカウントする。牽制球は投球としてカウントしない。 

5. 一旦投手から他の守備についた選手は、再び投手に戻れない。（東連「学童(小学生)投手 都大会に於いての投球制限について」

に基づく） 

《低学年の部、大会規約事項》 

1. 教育部において選手以外でコーチスボックスに入れるのは監督、コーチに限る。 

2. ３部のボークは２部と同様 1 回目目からボークを宣告する。教育部のボークは取らず（注意指導）攻撃側に不利な結果になった

場合、元に戻す。 

3. ３部はインフィールドフライを採用する。教育部はインフィールドフライを取らない。 

4. ３部、教育部はコーチが投球練習の控え捕手の役を行うことができる。教育部は選手の健康管理上の理由で、チームの監督の申告

により試合の放棄、または辞退できる。  

《ブロック内での順位決定方法》 

1. 勝ち点数(勝利3点・引き分けは1点・敗戦0点) 

2. 勝率【勝÷(勝十負)】 

3. 対戦成績（2チームの場合はその対戦。3チームの場合も同じ） 

4. 失点数小（2チームの場合は全試合数。3チームの場合はその対戦のみ） 

5. 失点数小（4まで同じ場合は全試合数） 

6. 得失点差数大（4の場合と同じ） 

7. 得失点差数大（6まで同じ場合は全試合数） 

8. 総得点数（全試合数） 

《ワイルドカードの決定方法》 

各ブロック二位のチーム（但し不戦敗があったチームを除く）で 

1. 失点率（総失点数÷総試合数）の最も低いチーム 

2. 得失点率（総得失点÷総試合数）の最も高いチーム 

3. 総得点率（総得点÷総試合数）の最も高いチーム 

4. 全て同じ場合抽選 

《選手移籍後の大会参加登録について》 

1. 本連盟内での選手移籍の場合、選手登録の締め切りは開会式予定日の1週間前までに登録・変更を受け付ける （開会式を行わ

ない大会は、大会初戦の予定日の1週間前）。 

2. 連盟外からの選手移籍登録の場合、本連盟内の選手移籍に順ずる。但し、選手の転校・引っ越しなど特殊事情がある場合は個別

事情を受け入れ、団体から連盟に申請し、連盟がその都度判断する。 

3. 新規登録の場合、新規で本連盟に登録した選手の場合は大会中であっても直ちに登録可能。 
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《試合時間の制限について》 

1. 全軟連方式（勝ち逃げあり）：規定時間にタイマーをセットし、タイマーが鳴ったイニングを最終回とする。 

(ア) 表の攻撃時にタイマーが鳴った時には、裏の攻撃で終了（最終回宣告）。但し裏が勝っている場合はその表の攻撃で終了。 

(イ) 裏の攻撃時にタイマーが鳴った時には、 

① 同点、もしくは後攻が負けていたらその後攻の攻撃が最終回。トーナメント戦において同点の場合は特別延長戦を最大

２回まで繰り返す。 

② 先攻が負けている場合、審判員はその時の打者の打撃中にその旨を両チームに通告し、この最後の打者の記録まで有効

とする。 

2. 中野区軟連方式（勝ち逃げなし）：規定時間にタイマーをセットする。 

(ア) 表の攻撃時にタイマーが鳴った時には、裏の攻撃で終了（最終回宣告）。但し裏が勝っている場合はその表の攻撃で終了。 

(イ) 裏の攻撃時にタイマーが鳴った時には、次の回で終了とする。但し同点もしくは裏が負けていたらその回で終了とする。ト

ーナメント戦において同点の場合は特別延長戦を最大２回まで繰り返す。
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連盟秋季⼤会開会式、平和の森への⾃転⾞での集合について 

 ⾚⾊の四⾓が正規の駐輪場です。通常の試合、練習時には、かならず駐輪場や旧管理事務所前の広場に駐輪して
ください。⼀般通路には駐輪しないよう、また、点字ブロックを塞ぐことのないよう気をつけてください。 
 開会式時、公共交通機関を利⽤可能なチームは極⼒公共交通機関を利⽤してください。 

 
また近隣有料駐輪場の利⽤もしていただけますと助かります。 
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平和の森利⽤に関して 

2018.12.09（審判講習会） 
1. 解鍵 

l 8:30〜8:40 に平和の森管理が解錠する。 
ü 解錠後⼊場しても良いが、9:00 までは準備時間であるため、近隣の迷惑にならないよう静かに⾏動す

ること。あくまでも使⽤時間は 9:00 からである。 
ü 前⽇⾬天時は会場作りに⼈⼿が必要と思われる。第⼀試合の両チームに協⼒を仰ぐ。 

l グランドの清掃について 
ü 前⽇が⼀般開放の場合、グランド内にゴミが落ちていることが多い。⼊場時にグランド内の清掃を⾏

うこと。スナック菓⼦の袋、ペットボトル、空き⽸などが放置されている状況をよく⽬にする。ゴミ
は集めて管理者へ渡してくだされば、管理者で処理していただける。 

ü 上記はあくまで試合開始前のゴミのことである。試合中に出たゴミは各参加者が持ち帰ることは当然
であるが、当事者以外のゴミも積極的に集め、参加各チームで持ち帰るなど、環境美化に努めるこ
と。 

2. ビニールシートについて 
l ホームベース上とマウンドにはビニールシートを設置し、砂袋で重⽯をしている。前⽇⾬天時にはビニー

ルシート上に⾬が残っている可能性があるため、早めに対処する必要あり。試合終了後は元の位置にビニ
ールシートを設置すること。 
ü ホームベース上はプレートに対して平⾏に設置。 
ü マウンドは本⼆塁間にビニールシートの対⾓線が沿うように設置。 
ü ビニールシートを掛け、重⽯（砂袋）を置く時、重めの砂袋（⾚でペイント）を四隅に設置 

3. 道具類は倉庫に保管している。 
l ラインカー、⽯灰 

ü ⽯灰の⼊っているポリバケツは倉庫から外に出し、ラインカーへ補充すること。倉庫内での補充は、
倉庫を汚す為厳禁。 

l ベース 
l ブラシ 
l メジャー 
l 机、椅⼦、スコアボード 

ü 机、椅⼦、スコアボードはバックネット裏に設置。 
4. 終了後、報告書に記載。 

l 使⽤者は「中野区少年野球連盟」。 
l 使⽤⼈数は終⽇の観客を含めてのおおよその延べ⼈数を記載すること。 

5. 使⽤開始、使⽤終了時は、管理者に声かけをすること。 
l 管理者は倉庫周辺にて業務を⾏なっています。 

上記注意事項は連盟 HP にも掲載しております。 
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秋季上部大会に関して（予定） 
 各大会の正式な案内（大会要項）がまだ届いておりませんので、あくまでも予定です。 
 東京スワローズカップ争奪 第３５回東京２３区少年軟式野球大会（２部および３部）と東京都知事杯第２回東京都軟
式野球マクドナルド・ジュニアチャンピオンシップ（３部）にエントリーを希望しないチームは代表決定戦にエントリー
できません。その場合の次点チームはがエントリーとなります。 
 
l 二部 

Ø 東京スワローズカップ争奪 第３５回東京２３区少年軟式野球大会 
² 東京23区大会代表決定戦にて２チームを推薦 

Ø 第２４回都知事杯争奪少年軟式野球大会【台東区都知事杯】 
² 秋季大会優勝チーム（23区大会とのダブルエントリー可） 

Ø 第３９回 四区親善少年野球大会【中野主催】 
² 秋季大会上位2チーム（東京23区大会、台東区都知事杯に出場しないチーム） 

Ø 第１７回 東京都知事杯争奪「さわやか少年野球大会」（練馬さわやか） 
² 秋季大会上位チーム（全ての秋季上部大会に出場しないチーム） 

l 三部 
Ø 東京都知事杯第２回東京都軟式野球マクドナルド・ジュニアチャンピオンシップ 

² 東京23区少年軟式野球大会およびジュニアマクドナルド代表決定戦優勝チーム 
Ø 東京スワローズカップ争奪 第３５回東京２３区少年軟式野球大会 

² 東京23区少年軟式野球大会およびジュニアマクドナルド代表決定戦の第２位、第３位のチーム 
Ø 若獅子旗争奪『第２６回学童低学年秋季大会』（文京区） 

² 東京23区少年軟式野球大会およびジュニアマクドナルド代表決定戦の第４位のチーム 
² 当該チームがエントリーを希望しない場合は連盟推薦 

Ø 第３９回 四区親善少年野球大会【中野主催】 
² 秋季大会上位2チーム（全ての秋季上部大会に出場しないチーム） 

l 教育部 
Ø 若獅子旗争奪『春季オレンジボール大会』 

² 秋季大会優勝チーム 
² 当該チームがエントリーを希望しない場合は連盟推薦 
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 上部大会に推薦が決まったチームは、必ず連盟事務局への報告をお願いします。 
報告方法は下記の通りです。 
 

上部大会試合結果報告 
 
1. 上部大会エントリー用紙など資料一式を連盟からうけとられましたら 

² 監督会議の日程のご連絡をメールにて連盟事務局までお願いいたします。 
2. 監督会議時 

² 開会式と第一試合の日程のご連絡を監督会議終了後直ちにメールにて連盟事務局までご連絡ください。「日
付」「試合開始時刻」「グランド名」 一塁側：「区名」「チーム名」対 三塁側：「区名」「チーム名」 の様式
でお願いいたします。 

² 後ほど山組や全試合日程などのご連絡をメールにて連盟事務局までお願いいたします。 
² メールの件名に大会名を入れてください。 

3. 試合時 
² 試合終了後、勝敗を直ちにメールにて連盟事務局までご連絡ください。連盟主催の大会日程との調整を行わ

せていただきます。 
² 【チーム名】【大会省略名】【日付mmdd】上部大会試合結果報告書.xlsx に必要事項をご記入いただき、翌

日までに連盟事務局へメールにて添付送信してください。当該報告書は、連盟HP>注意事項、届出用紙 等
＞届出用紙＞届出用紙（チーム用）にあります。大会名は正式な名称でお願いいたします。 

² 勝利時は次戦の予定もご連絡ください。 
ü 「日付」「試合開始時刻」「グランド名」 一塁側：「区名」「チーム名」対 三塁側：「区名」「チーム名」 

の様式でお願いいたします。 
ü 対戦相手が決まっていない場合は「〇〇区対◯◯区の勝者」と記載してください。 

 
上記報告方法は連盟HPにも記載されております。 
http://www.jsbb-nsbb.org/convention/hokoku/make-a-report 
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野球規則、競技者必携に最低⼀度は⽬を通してください 

 
 野球のルールには勝負に直結するルールだけではなく、試合をスムーズに進⾏させるためのルール、注意事項が
多数存在します。 
中野区少年野球連盟の試合の質をより⾼めるとともに、スムーズな⼤会運営を⾏うために、指導者の⽅はぜひ野球
規則、競技者必携を⼀読していただけますようお願いいたします。 
 
例１ 
 （a）試合中、打者がバッターボックスから離れ素振りを始めたため、審判が打撃姿勢をとるよう促したところ、
攻撃側監督より「選⼿はいつ素振りをすればいいのか」との抗議があった。審判は「試合中ではなく、練習時に素振
りをするように」と答えた。 
 （b）バッターボックスに⼊った打者があまりにも緊張していたため、バックネット裏から観戦していた⽗親が「屈
伸しろ」との指⽰を出し、打者がその場で屈伸を始めたため、審判が打撃姿勢をとるように促した。 
 
《野球規則》5.04 打者：（ｂ）（１）打者の義務 
 打者は⾃分の打順がきたら、速やかに打者ボックスに⼊って、打撃姿勢をとらなければならない。 
 
例２ 
 イニング交代の投球練習時、その回の第⼀打者がバッターボックス付近で、第⼆打者がネクストサークルで投球
に合わせて素振りを始めたため、審判が「第⼀打者はネクストサークルで、第⼆打者はベンチで待ち、素振りはし
ないよう」注意する。 
 
《野球規則》5.10 プレーヤーの交代：（ｋ）【注 1】 
 次打者席には、次打者またはその代打者以外は⼊ってはならない。 
《競技者必携》p032 3.試合中の禁⽌事項（各⼤会共通）１２ 
 次打者は、投⼿が投球姿勢に⼊ったら素振りをしてはならない。 
《競技者必携》p036 競技者のマナーに関する事項８ 
 その回の先頭打者は、準備投球が終わるまで次打者席で待機すること。 
 
例３ 
 試合開始前のアップ時、ジャージ姿の⼤⼈がノックキャッチャーなどを⾏なっていることがある。本来これはし
てはならない。 
 
《競技者必携》p027 2.競技に関する連盟特別規則（少年部・学童部・⼥⼦⼤会）６ 
 監督に限り、グランドに出て指⽰することができる。 
《連盟秋季⼤会注意事項》１（カ） 
 試合前のアップ時の補助員としてコーチ（背番号 28•29 番）を認める。 
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令和元年７⽉吉⽇ 
各位 

中野区少年野球連盟審判部 
部⻑ ⼩林 勝政 

 

令和元年度 夏季審判講習会のご案内 

 
拝啓 
連⽇明けても暮れても⾬のうっとうしい⽇が続いておりますが、各位におかれましては、ますます御健勝のことと
お慶び申し上げます。また、⽇頃は当連盟の運営にご協⼒頂き、誠にありがとうございます。 
連盟秋季⼤会、四区⼤会を⽬前に審判員の技術向上のため下記審判講習会を開催させていただきます。登録審判員、
および秋季⼤会にて審判を担当する予定の⽅が対象でございます。 
万障お繰り合わせの上、参加して頂けますようよろしくお願いいたします。 

敬具 
 

記 
l ⽇時 

Ø 2019 年７⽉２８⽇ ⽇曜⽇  
Ø 13:00 受付 
Ø 13:20〜14:45 塁審の基本 
Ø 15:00〜16:30 実施練習 

l 会場 
Ø 平和の森公園多⽬的運動場 

l 講師 
Ø 中野区少年野球連盟 ⼩林勝政 審判部⻑ 

l 参加対象者 
Ø 登録審判員全員 
Ø 秋季⼤会にて塁審を担当する予定の⽅ 

l 講習内容 
Ø 主に四⼈制の塁審について 

以上 
 



 20 

 


