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第1日目:5月8日 第2日目:5月15日 第3日目:5月22日
第4日目:5月29日 第5日目(最終日):7月10日
今川球技場　 Ａ・Ｂ球場

　 ＜第１日目以降第4日まで＞
　 第1試合開始予定時刻 　 ９:００
　 第2　　　〃　　 １０:４０
　 第3　　　〃　　　 １２:２０
　 第4　　　〃　　 １４:００
　
　 ＜第5日目(最終日)＞
　 第1試合開始予定時刻 　 ９:００
　 第2　　　〃　　 １０:５０
　 第3　　　〃　　　 １２:４０

４．試合当日の集合時刻について

５．チーム所属の審判員協力のお願い
1)第1試合は、当日の最終試合から各チーム２名の審判員派遣をお願いします
2)第2試合以降は、終了した(前の試合)各チームから2名の審判員派遣をお願いします

６．ボールボーイ・記録補助員協力のお願い
1)第1試合は、当日の最終試合から各チーム2名の派遣をお願いします

＊新型コロナウィルス感染拡大防止のため、今大会は開会式を実施しないこととします
７．開会式について

２．球場

1)大会役員・競技役員(含む、審判員・記録員)は、試合当日第1試合開始予定時刻の
    1時間30分前迄に、大会本部前に集合して下さい
2)雨天等で試合が順延、又は試合開始時刻の変更等が予想される場合は、当日試合予定の
    全チームの監督(代理可能)は、同時刻迄に大会本部前に集合して下さい

３．試合開始予定時刻

2)第2試合以降は、終了した(前の試合)勝ちチームから3名の派遣をお願いします

大会要項

１．期日
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競技規則は、2022年オフィシャル・ソフトボ－ル・ル－ルによる

攻守順の決定は、打順表提出の時に、審判員による「コイントス」により決定します
コイン表裏の選択は、打順表持参先着チ－ムに優先権を与えます

 *.次頁に補足説明

同一チ－ムの監督・コ－チ・選手のユニホ－ムは、同色・同意匠でなければならない

フィ－ルディングは、後攻チ－ムより5分間とするが、審判員の指示に従って下さい

試合用具の点検は、審判員が検認する

金具スパイクの使用は、禁止する

試合時間は、春季大会は80分・秋季大会は70分とする。　　但し、優勝戦は90分とする　

打者・打者走者・走者、及び次打者席にいる次打者も、ヘルメットを着用しなければならない

コ－ルドゲ－ムについて

１．打順表の記入と提出

試合はト－ナメント7回戦とし、3回15点差、4回10点差、5回以降7点差でコ－ルド制をもち
いる

上記11.の試合時間を超えて同点の場合は、次のイニングからタイブレーカーにより試合を継続
する　　　*.次頁に補足説明

(ヘルメットはＪＳＡ検定マーク、マスクはＳＧマークが入っているものを着用のこと）

15.

大会要項の補足説明

7.

打順表の記入と提出は、試合開始予定時刻の30分前か、前の試合の4回終了時に、必要
事項を記入し5枚1組として主将が持参して下さい　。　　　　*.次頁に補足説明

ベンチは、組み合わせ番号の若い方が一塁側となり、ベンチに入り得る者は登録された監督・コ
－チ・スコアラーとする。応援者は後列に限り着席しても良いが、安全面から極力観覧席での
応援をお願いします
尚、怪我については応急処置の他は主催者・主管者とも一切責任は持ちません

1.

3.

選手の集合時刻は、試合開始予定時刻の30分前か、前の試合の4回終了時に当該球場に
集合して下さい

捕手は必ずヘルメット・スロ－トガ－ド付きマスク・レガースを着用しなければならない
又、ボディプロテクターも着用しなければならない

14.

9.

11.

12.

13.

16.

抗議は監督とする。　尚、審判員の判断にもとづく判定に対しては抗議することは許されない
但し、ル－ル上の疑義等については質す事が出来る

コ－ルドゲ－ムとは、降雨・日没・その他突発的な事情により、試合の継続が不可能と判断し
た場合の、打ち切り終了を宣告する試合を言う　　　　　　 　 *.次頁に補足説明

8.

4.

2.

5.

10.

6.
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1)記入 ①打順表の記入は、全ての項目を記入して下さい
②控え選手欄には、当該試合に出場予定選手全員を記入して下さい

2)提出 ①-1 第1試合の場合 試合開始予定時刻の30分前
①-2 第2試合以降の場合 a 前の試合の4回終了時

1)優勝戦 時間制限あり、コールドあり

時間制限あり、コールドあり

2-1)正式試合として成立する場合

2-2)正式試合として成立しない場合

4)得点差や試合時間によるコールドゲームは、大会要項による

1．大会役員・競技役員について、必要最小人員での対応とします。

５回が完全に終了しない時はノーゲームとする
但し、後攻チームが５回を攻撃しなくとも、先攻
チームより得点が多い時は正式試合として成立
する

3)コールドゲームの決定は、大会競技委員⾧・審判⾧・当該審判員が協議し、球審が宣
言する

２．試合時間 ・ コールド制 ・ タイブレーカーについて

３．コールドゲームについて

2)その他の全試合

1)降雨・日没・その他突発的な事情により、試合継続が不可能と判断した場合の打ち切り
終了を宣言する試合をいいます

春季大会は80分、秋季大会は70分を超えて同点の場合は、次のイニン
グからタイブレーカーにより試合を継続する

５回又はそれ以上の回が終了していれば正式試
合として認める

90分の時間を超えて同点の場合は、次のイニングからタイブレーカーにより
試合を継続する

b 試合が順調でない場合は、当該試合開始予定
時刻の30分前
c 試合が連続となる場合は、当該試合開始予定
時刻の相当時分前とする

②本部から場内放送で案内しますので、主将が持参して下さい。
　  「コイントス」により攻守順を決定します

新型コロナウィルス感染症対策について
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  放送無し、記録を付けない試合等が生じますが、ご理解願います。
2．今川球技場入場時に入口備え付けの消毒液にて手指を消毒ください。

　入場にあたっては、マスクの着用をお願いします。
　なお、試合・練習時の選手のマスク着用は自由です。
　ベンチ内ではマスクの着用をお奨めします。

3．検温を実施します。検温者はチーム代表者とし所定の用紙へ記入ください。
　検温結果が、37.5度以上の場合は、今川球技場への入場を禁止します。

4．ベンチ入場の際は、各チームにてベンチ前のフェンス上部等の消毒を行ってください。
5．ベンチ内(含む､球場内)においては離れて着席する等、極力密状態を回避するようにしてください。
6．チーム所有のバット・捕手用具等、共有物は適宜消毒を行ってください。
7．ハイタッチ、密でのミーティングの回避、大声を出さない等に留意ください。
8．飲み物は個人別のペットボトル等でお願いします。

　やむを得ずタンクを利用の場合は、使い捨てコップを用いて飲み回しが生じないよう留意ください。
９．本人が海外渡航から帰国後14日未満、または同様の同居家族がいる選手は、当該期間での

　今川球技場への入場を禁止します。
　試合終了後２週間以内に新型コロナウィルス感染症を発症した場合は、当協会事務局へも
　速やかにその旨ご連絡ください。

10．お子様連れの選手を除き、応援者の入場については、ご遠慮をお願いします。
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