
 第 48回須坂市壮年ソフトボール大会開催要項 
 

１ 目的   ソフトボールの普及発展と地域ぐるみの体力つくり、仲間つくりを進め、明るい交

友関係を深め、日常的スポーツ人口の拡大を図ることを目的とする。 

 

２ 主催   須坂市 

  

３ 共催   (一社)須坂市スポーツ協会・須坂市ソフトボール協会 

 

４ 期日   令和元年８月 18日(日) 【雨天中止】 

 

５ 開会式  県民須坂運動広場 午前８時 30分 

 

６ 会場   県民須坂運動広場 須坂市野球場 

 

７ 参加資格及びチーム編成 

 (1) 市民により編成されたチームで、各ブロックの代表であること。 

 (2) ブロックの代表チーム数（合計 24チーム）は、原則として、下表のとおりとする。 

 

ブロック １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 
出場ﾁｰﾑ数 ２ １ ２ ２ ２ ２ ２ ３ ２ ２ ２ ２ 

 

    各ブロック内各町の実情（大会当日の選手不足など）により、上表の規定数の代表チーム

の選出が困難な場合や、規定数以上の代表チームを参加させたい場合は、以下各号により取

り扱うものとする。 

    

   ア 当該年度における代表チーム選出枠に余剰枠が発生する、または増枠を希望するブロッ

クのブロック長（体育担当者）は、５月８日（水）までに、大会事務局へ余剰枠数・増枠

希望数を報告するものとする。 

    

   イ 大会事務局は、前号により報告された代表チーム余剰枠・増枠希望について以下のとお

り取り扱う。 

     

    ①余剰枠数と増枠希望のブロックが同数である場合は、それぞれに枠を分配する。 

    ②余剰枠数に対し増枠希望のブロックが少ない場合は、分配後に余った余剰枠を棄権枠と

する。 

    ③余剰枠数に対し増枠希望のブロックが多い場合は、抽選により分配順を決定する。 

     分配順の上位ブロックから余剰枠を分配し、分配がされなかったブロックについては次

のとおりとする。 

    ④各ブロックの予選会等の状況により新たに余剰枠が生じた場合は、増枠を希望しながら

分配がされなかったブロックへ、③で行った抽選順により分配する。 

    ⑤増枠希望数が２以上のブロックについては、上記③④を経てなお余剰枠がある場合に２

つ目以降の希望に応じ分配する。 

 

(3) 各ブロックからの代表チームは、原則として町(区)単位とする。ただし、事情により町(区)

単位の出場が困難な場合は、同ブロック内の町(区)との合併出場を可とする。 

 

 (4) 監督・コーチを含めて、20人以内とする。 

 

 (5) 各年代で、次の人数が選手として試合に出場していなければならない。 

   ・30歳代 ２名 ・40歳代 ５名 ・50歳以上 ２名 

    ただし①投手は 40歳以上(男性)とする。 

       ②上年代の者が下年代として出場することができる。 

       ③女性については、年齢制限なしとする。 



 

 (6) 年齢表示（男性のみ） 

  ア 30歳代は、左肩に緑リボンをつける。 

  イ 50歳代以上は、左肩に赤リボンをつける。 

 (7) 令和元年８月 18日現在の満年齢とする。 

 

８ 競技規定 

 (1) 2019年度オフィシャルソフトボールルールに準じる。 

  （故意四球・テンポラリーランナーについてもオフィシャルルールを適用する） 

  また、ＤＰ・ＦＰ制（指名選手制）及び再出場ルールを採用する。 

 (2) 使用球は、日本ソフトボール協会検定３号ゴム球とし、バットについても検定３号バット

（ＪＳＡマーク入）とする。 

 (3) 打者・走者は両耳用ヘルメット、捕手のヘルメット及びキャッチャーのスロートガード付

マスク､プロテクター、レガーズは各チームで用意し着用を義務づける。 

 (4) ダブルベースを使用する。 

 

９ 競技方法 

 (1) ３ブロックに分け、各ブロックともトーナメント方式とする。 

 (2) 試合は５回戦とし、試合開始から 55分経過後は、新しいイニングに入らない｡ 

    ただし、同点の場合は、最終イニング出場選手９人による抽選により決定する｡ 

 (3) コールドゲームはないものとする。 

 (4) ファールボールは、そのベンチ側で処理する。 

 (5) 試合 30分前または前試合の３回終了時に、打順票３部を各コートへ提出する。 

 (6) 組み合わせは監督主将会議の抽選において決定し、同一ブロックからの出場 

   チームはそれぞれ別のブロックとなるよう組み合わせる。（組合せ表参照） 

 (7) 塁審は、試合のないチームの選手が分担して行う。（分担表参照） 

 (8) 開会式終了後、直ちに競技を開始する。 

 (9) 試合開始時間はおおむね次のとおりとするが、追い込み方式で行うので、前の試合の進行

状況に注意し所定のグランドへ集合する。 

      

第１試合  9:10～10:10   第２試合 10:20～11:20 

     第３試合 11:30～12:30   第４試合 12:40～13:40 

 

   ※ ただし、選手審判の体調を考慮し各コート主審の判断で変更可能とする。 

  

 (10) 時計係は、会場係員が行う。 

 (11) 各ブロックとも３位決定戦は行わない。 

 (12) その他は監督・主将会議で決める。 

 

10 服装及びゼッケン 

 (1) 競技のできる服装とする。 

 (2) 金属スパイクは禁止する。 

 (3) 背番号はチーム(町)名・背番号の表示されているユニフォームは 

そのままでもよいが、その他の服装については、 

おおむね右の背番号を背につける。 

(4) 監督は左肩に青リボンをつける。 

 

11 表彰 

  優勝チームには優勝杯(もちまわり)･賞状･額を、準優勝チームには準優勝杯(もちまわり) 

･賞状･額を、表彰式にて贈呈する。 

  ３位チームには、三位杯(もちまわり)･賞状･額を、準決勝試合終了後に管理棟にて贈呈する。 

 

12 申込み（FAX可） 

  各ブロック代表チームは申込用紙に必要事項を記入し７月 22日(月)までに事務局へ申込む 

番 号 

 

町 名 
20㎝ 

 
25㎝ 



 

13 監督主将会議（抽せん会） 

  日時 ７月 26日（金） 午後７時 00分から 

  会場 創造の家 講習室（２階） 

  ※前年度３位までに入賞した町は監督・主将会議にカップを返還してください。 

  ※監督・主将の方の出席をお願いします。 

 

14 その他 

 (1) 受付は県民須坂運動広場で午前８時から８時 20分までに行う。 

 (2) 登録選手の変更は、８月 15日（木）(午後３時 00分)までとする。 

 (3) 大会当日の登録選手の変更は認めない。 

 (4) 開会式 

  ア 午前８時 30分から県民須坂運動広場で行う。 

  イ 選手集合は午前８時 20分（正確）に町名札前に整列する。 

  ウ 選手宣誓は、抽選で「１」を引いたチームの代表者が行う。 

 (5) 抽選番号の若いくじを引いたチームを１塁側ベンチとする。 

 (6) 表彰式会場（県民須坂運動広場Ａ） 

    ＊優勝・準優勝チームは、原則として全員参加とする。 

    ＊３位のチームには準決勝試合終了後にカップ・賞状等を贈呈するので、各チーム 

     代表者（２名）は管理棟まで受け取りに来てください。 

 

 (7) 態度決定について 

    各チームの代表者は、大会当日 7：00に県民須坂運動広場 管理棟前に集合し、態度決定の

確認をするものとする。 

 (8) 主催者は、大会当日の参加者を対象に傷害保険に加入する。 

(9) 競技中に発生した傷害については、主催者は応急処置のみ行うが他の責任は一切負わない。 

 (10) 参加者は健康チェックを充分に行い、事故のないように気をつける。 

 (11) 昼食時間は特にとらない。 

 (12) 駐車場については、次の場所を利用すること（下記以外は駐車禁止）。 

臥竜公園庭球場前、創造の家前、野球場西側百々川緑地、看護学校東側 

（駐車場が狭いため各チーム乗り合わせでの来場にご協力をお願いします。） 

 (13) 審判員集合時刻について ７時 30分(県民須坂運動広場管理棟前) 

 

15 事務局  生涯学習スポーツ課（須坂市スポーツ推進委員会事務局） 

 

  〒382-0028 須坂市臥竜 6丁目 25‐1 （創造の家内） 

   生涯学習スポーツ課 スポーツ振興係 電話 026-248-2020（係専用）FAX 026-248-1981 

               電子メール shogaigakushusports@city.suzaka.nagano.jp 

 申込用紙ダウンロード先：須坂市ホームページ(トップ) 楽しむ・学ぶ ＞ スポーツ ＞ 様式集 

 

 

塁審分担予定（24チーム出場時） 

（Ａブロック） （Ｂブロック） （Ｃブロック） 

【Ａコート】 

Ａ１試合時 Ａ２のチームより 各２名 

Ａ２ 〃  Ａ１の敗者チームより４名 

Ａ３ 〃  Ａ２   〃    ４名 

Ａ４ 〃  ソフトボール協会審判員 

【Ｂコート】 

Ｂ１試合時 Ｂ２のチームより 各２名 

Ｂ２ 〃  Ｂ１の敗者チームより４名 

Ｂ３ 〃  Ｂ２   〃    ４名 

【Ｃコート】 

Ｃ１試合時 Ｃ２のチームより 各２名 

Ｃ２ 〃  Ｃ１の敗者チームより４名 

Ｃ３ 〃  Ｃ２   〃    ４名 

Ｃ４ 〃  ソフトボール協会審判員 

【Ｄコート】 

Ｄ１試合時 Ｄ２のチームより 各２名 

Ｄ２ 〃  Ｄ１の敗者チームより４名 

Ｄ３ 〃  Ｄ２   〃    ４名 

【Ｅコート】 

Ｅ１試合時 Ｅ２のチームより 各２名 

Ｅ２ 〃  Ｅ１の敗者チームより４名 

Ｅ３ 〃  Ｅ２   〃    ４名 

Ｅ４ 〃  ソフトボール協会審判員 

【Ｆコート】 

Ｆ１試合時 Ｆ２のチームより 各２名 

Ｆ２ 〃  Ｆ１の敗者チームより４名 

Ｆ３ 〃  Ｆ２   〃    ４名 

 


