平成３０年

第６２回

春季栄区民野球大会
実施要項・細則
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主 催：栄区体育協会
後 援：横浜市栄区・ラックスポーツ・ナガセケンコー
主 管：栄区野球協会
申込み締切日：平成３０年２月１２日（月） １８時迄 事務局：ラックスポーツ
監督・主将会議：平成３０年３月４日（日） １７：３０組合せ抽選／１８：００開会式
日 程：平成３０年 ３月 １８日（日） 開幕予定
使用球場：金井公園／俣野公園横浜薬大スタジアム／中田中央公園
住友電工グラウンド／豊田グラウンド

＊＊＊お願い＊＊＊
３月４日(日）１７：３０からの組合せ抽選・開会式（監督・主将会議）
にはこの実施要項・細則を持参して出席をお願いします。
《抽選会場は栄公会堂、第一会議室となります。》
抽選会場は昨年と違いますので注意願います。
平成30年1月28日

栄 区 野 球 協 会
栄区野球協会ホームページアドレス：
http://sakae-baseball.org/

事 務 局
ラックスポーツ本郷台店（ＪＲ
栄区小菅ヶ谷１－１５－２

本郷台駅徒歩３分）

Ｔｅｌ：(045)893-2134

【名
称】
【主
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【後
援】
【主
管】
【日
程】
【開催日時】
【使用球場】
【参加資格】
（１）

第６２回 春季栄区民野球大会
栄区体育協会
横浜市栄区・ラックスポーツ・ナガセケンコー
栄区野球協会
平成３０年３月 １８日（日） 開幕予定
土曜・日曜・祭日の午前９時開始（球場の都合により、時間変更もあり得る）
金井公園球場ほか、その他指定する球場

ブロックに関係なく満１６歳以上の、栄区在住又は在勤又は在学者。
但し、マスターズ（Ｍ）ブロックは４０歳以上とする。
（１６歳以上の女性に限り各ブロック共に年齢は制限はなしとする）
（２） 同上で規定された資格を有する者で編成されたチームとする。
但し、プロ選手及び元プロ選手であって、現に全日本軟式野球連盟の
資格審査を経てアマチュアに復帰していない者は、参加させる事が出来ない。
（３） チーム代表者の住所は栄区内とする。
【チ ー ム】 チームの登録メンバーは、１０名以上３０名以内とする（監督を含む）。
なお、監督は選手として出場出来る。
チームは、ひとつの支部以外に登録する事は出来ない。
本大会において不正行為をしたチームに対しては、次の措置を行う。
①試合中若しくは試合終了後に不正行為が発見された場合は、相手方に勝利を与える。
②決勝戦終了後に不正が発見された場合は、準優勝チームを優勝とする。
！！注意！！個々の選手の不正は、チームの責任とする。
【適用規則】 ２０１８年公認野球規則・実施要項・大会細則に依る。
【使 用 球】 A.B.Ｃ.Mブロックは公認軟式ボール/ケンコーボールＭ号とする。（チーム負担）
【試合方法】
（１） 大会はＡ、Ｂ、Ｃ、Ｍ の４ブロック制とする。
① Ａブロックは、リーグ戦とする。Ａブロックの決勝は各組（４チーム）
の上位２チーム計４チームによるトーナメントを行う。
② Ｂブロックは、原則として１２チームで予選リーグを行い、上位４チームで決勝トーナメントを行なう。
参加チームが少ない場合、変則トーナメント、または予選２試合方式を採用し決定する。
③ Ｃブロックは、トーナメント方式とする。
④ Ｍブロックにおいては参加チーム数によってはトーナメント又はリーグ戦とする。
⑤Ｍブロックは、指名打者ルールを使用することができる。詳細は公認野球規則に準じる。
⑥ＡブロックとＢブロックの入れ替えは、次による。
・ Ａブロックの各組の最下位のチームは次の大会よりＢブロックとする。
・ Ｂブロックの優勝・準優勝チームは、次の大会よりＡブロックに昇格する。
⑦ＢブロックとＣブロックの入替えは、Bブロックの参加チーム数によって、２又は４チームとする。
・ ２チームの場合、Ｂブロックの下位２チームが降格、Ｃブロックの優勝、準優勝チームが昇格する。
・ ４チームの場合、Bブロック下位４チームが降格し、Ｃブロックのベスト４のチームが昇格する。
【表
彰】 表彰は次の通りとする。
（１） チーム表彰
［Ａブロック］ 優勝 ：優勝旗・優勝杯・トロフィー・賞状
準優勝 ：トロフィー・賞状
［Ｂブロック］ 優勝 ：優勝旗・優勝杯・トロフィー・賞状
準優勝 ：トロフィー・賞状
［Ｃブロック］ 優勝 ：優勝杯・トロフィー・賞状
準優勝 ：トロフィー・賞状
［Mブロック］ 優勝 ：優勝杯・トロフィー・賞状
準優勝 ：トロフィー・賞状
（２） 個人表彰
［Ａ．B．Mブロック］

最優秀選手賞： 優勝チームより選出
優秀選手賞： 準優勝チームより選出
［Ｃブロック］
最優秀選手賞： 優勝チームより選出
優秀選手賞： 準優勝チームより選出
敢 闘 賞 ： 優勝・準優勝チーム以外の各チームより１名選出
＊ 対象選手の選出は、原則協会役員及び審判員とするが、当該チームの監督の推薦が
ある場合は、この限りではない。
前回優勝チームは、開会式までに必ず優勝旗及び優勝杯を事務局（ラックスポーツ）まで返還する。
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【参加費用】 （参加費用＝登録料+参加費)
（１） 年間登録料は２，０００円とし、その年度にチームが参加する最初の大会の申込み時に支払う。
（２） 参加費は、Ａブロック１チーム２万円．Ｍブロック：１チーム１万９千円、Ｂブロック：１チーム１万７千円、
Ｃブロック：１チーム １万４千円とする。
大会参加登録票２部と同時に栄区野球協会事務局（ラックスポーツ）に納入する。
なお、不参加又は、規則違反等により処理された場合でも払戻しはしない。
【参加申込】 事務局：ラックスポーツ本郷台店（ＪＲ本郷台駅 徒歩３分）

なお、申込みの締め切りは、２月１２日（月） １８時迄
【組 合 せ】

開会式（監督主将会議）に先立ち行う。

組合せ抽選及び開会式［監督主将会議］
日 時 ： ３月４日（日） １７：３０から組合せ抽選／１８：００から開会式（監督・主将会議）
場 所 ： JR本郷台 栄公会堂、第一会議室---昨年とは違います。
横浜市栄区桂町279-29
＊＊＊ 注 意 ＊＊＊
別途開催通知は出さない。

欠席チームは棄権と見なすので必ず出席すること（代理者可）
【大会日程】 チームの事情による組合せ後の変更は認めない。
但し、結婚式で日時が確定している場合は、初戦のみ、組合せ抽選会会場にて受付けし
当該チームを含め協議する。
月・日
曜日
球場名
時 間
備考
3月18日 日 金井公園野球場
09：00～17：00
3月21日 水-祝 豊田グラウンド
09：00～17：00
3月24日 土 金井公園野球場
09：00～17：00
4月1日 日 金井公園野球場
09：00～19：00
4月8日 日 金井公園野球場
09：00～19：00
4月15日 日 豊田グラウンド
09：00～18：00
4月22日 日 住友電工グラウンド
09：00～18：00
5月3日 木-祝 金井公園野球場
09：00～19：00
5月6日 日 金井公園野球場
09：00～19：00
5月13日 日 豊田グラウンド
09：00～18：00
5月20日 日 住友電工グラウンド
09：00～18：00
6月3日 日 住友電工グラウンド
09：00～18：00
6月10日 日 金井公園野球場
09：00～19：00
6月17日 日 豊田グラウンド
09：00～18：00
6月24日 日 金井公園野球場
09：00～19：00
7月1日 日 住友電工グラウンド
09：00～18：00
7月8日 日 金井公園野球場
09：00～19：00
7月15日 日 豊田グラウンド
09：00～18：00
7月29日 日 金井公園野球場
09：00～19：00
8月12日 日 中田中央公園野球場
09：00～19：00
8月19日 日 金井公園野球場
09：00～19：00
8月25日 土 金井公園野球場
09：00～19：00
8月26日 日 俣野公園横浜薬大スタジアム 09：00～19：00

注意！！！
☆大会日程やグラウンドコンデションを自己判断して、棄権になる事の無いよう
十分注意してください。
雨天の場合は、原則として当日の朝の状況を見て試合の有無を決定する。
当該チームの責任者は、当日下記あてに問合せをする（１チーム１名とする）。

審判部長兼競技部長：
審判部技術委員：
審判副部長兼企画部長：

勝倉 達水
長内 靖浩
堀川 真樹

＜球場への直接の問合せは厳禁！！＞
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090-4835-2083
090-4722-9229
090-1843-5936

試合の日程及び球場についての連絡先は、栄区野球協会事務局（ラックスポーツ本郷台店）
に掲示するので良く確認し、自己チーム名に確認者の氏名を記入する事。
なお、事務局は電話での問い合わせには応じるが、電話連絡上のミスの責任は負わないので、
最終確認は掲示を見て行なうこと。
（栄区野球協会のホームページにも試合の日程、結果は掲示しているが、日程の最終確認は
事務局での掲示が優先とする）

栄区民野球大会

細則

【チーム登録に関する事項】
（１） 試合参加チームは、原則１０名以上（監督・主将を含む）を参加させる事。もし、９名に満たない
場合は、失格とする。
（２） 登録票に記載されていない選手は、試合に出場出来ない。又、選手はひとつのチーム以外に
登録する事は出来ない。但し、Ｍブロックについては適用しない。
尚、選手登録追加及び変更は下記の通りとする。
第１試合目のみ可能とし、それ以降は認めない。
（３） 背番号は原則として０番から９９番の間でつけること。（00番はＭブロックを含み、認めない。）
監督は３０番・主将は１０番とする。（Ｍブロックについては適用しない。）
【試合進行に関する事項】
（１） 試合イニングと試合時間
①Ａブロックのリーグ戦および準決勝は７イニングスとし８０分を超えたら新しいイニングに入らない。
②Ｂ．Ｃ．Ｍブロックの準決勝までは７イニングスとし７０分を超えたら新しいイニングに入らない。
但し、土曜日開催は７０分を８０分に置き換える。
③決勝戦は、７イニングスとし、９０分を超えたら新しいイニングに入らない。
同点の場合は、特別ルールを適用する。
（２） 各チームの責任者は、球場到着後速やかに大会本部にチーム名を告げ、メンバー用紙を受け取り
３部記入し、試合球２個と試合開始３０分前までに提出する事
なお、試合開始予定時刻前でも、前の試合が早く終了した場合には、予定時刻３０分以内に
試合を開始することがある。
（３） 市営球場は、前試合の終了４５分前から球場内でのキャッチボール（同時に２組まで）を認めるが、
メンバー表の提出が無い場合は入場は認めない。
（４） ベンチは、組合せ表の若い番号のチームを一塁側とする。
（５） 自己チームの他の選手と異なるユニフォーム（帽子を含む）を着用した場合は、試合に
出場出来ない。但し、Ｍブロックについては適用しない。
なお、ストッキングの着用、アンダーシャツの色（見える部分）やベルトの統一にも留意する事。
（６） 打者、走者、次打者及びランナーコーチはヘルメットを着用しなければならない。
着用なき場合は失格とする。ランナーコーチは捕手用ヘルメットの使用を禁止とする。
（７） サングラスについて、ミラータイプも使用が可能。ただし帽子の上にかける行為は禁止である。
（８） 捕手は、レガーズ並びにヘルメットを着用しなければならない。着用なき場合は失格とする。
捕手はプロテクタおよびインナーカップの使用を推奨する。
（９） 捕手は怪我防止のため、各イニングの準備投球の場合でもマスクを着用する。
（10） ファールボールは、攻撃側のチームが補充する。
（11） 試合中にユニフォーム着用者は、バックネット裏に立ち入ってはならない。
（12） 審判員に対する異議申立て（抗議）は、監督又は主将と当該プレ－ヤ－とする。
（13） 選手及び応援団が、審判員の裁定、又は相手チームに対して、悪口及び暴言を吐いて試合の
運営を妨げた場合は、審判員は監督に命じて当該者を退場させる事が出来る。
（14） 喫煙はグラウンド外で行う事。
（15） 試合終了後は、両チームはグラウンド整備に協力する事。
【勝敗に関する事項】
（１） 試合開始予定時刻となっても９人が揃わないチームは、棄権とする。
* 事前に棄権が分かっているチームは連絡すること。
* 事前に棄権連絡があったチームは当日の試合が雨天により中止になった場合、棄権は取消しとなる。
（２） 試合を棄権した場合は、相手チームに７－０ の勝利を与える。
試合を棄権（事前連絡を取った場合を除く）したチームの罰則は下記の通りとする。
・「始末書」を協会に提出させる(提出無い場合は、次の大会は出場停止）
但し、リーグ戦の場合はその大会の継続出場を認める。
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（３） ３回以降１０点差、５回以降７点差をもってコールドゲームを適用する。
（決勝戦でもコールドゲームを適用する）
（４） 後攻チームがリードしている場合は、後攻チームの攻撃中で規定の試合時間を経過した場合、
その時点で試合を終了する。
（５） 雨天、日没等によるコールドゲームは、４回を終了していた場合（後攻チームがリードしている
時は４回表終了を含む）又は、３回で７点以上差がついていた場合に成立する。
（４回以降同点の場合は抽選とする）
（６） 同点で７イニング終了時、試合時間未了の場合は、次のイニングに入り試合時間満了まで行う。
時間満了時、同点の場合はリーグ戦は引き分けとし、トーナメントは抽選とする。
（７） 決勝戦の特別ルールは、一死満塁（走者は、３塁：７番打者 ２塁：８番打者 １塁：９番打者）で、
打者１番から１イニングのみ行い、なお決着がつかない場合は、抽選で優勝を決する。
（８） 各リーグ戦の順位の決定方法は、勝点方式とする。
［勝ち：３点 ・引き分け：１点 ・負け：０点］
なお、勝点が同点の場合の順位決定方法は、各ブロックの組合せ表に記載する。
（９） 決勝戦に不参加のチームは準優勝の表彰は行わない。
【特記事項】
（１） 試合中における負傷について応急処置はするが、その後の責任は負わない。
（２） 試合以外において器具及びガラス等を破損した場合は、当該チームが弁償する事。
（３） 未就学児童(６歳未満）のベンチ入りは危険が伴うので禁止とします。
（４） 使用する球場によっては、厳しい規制を設ける場合もあるので注意する事。

公園内（スポーツ広場を含む）では
キャッチボール、素振りは禁止です。
着がえは更衣室でお願いします。
チーム持ち出しのゴミは（たばこ吸いがら等）
チームの責任において処理する事。

＊＊＊ ご注意
（１） 球場によっては駐車台数に制限がありますので、
１チーム３から４台以内でお願いします。
（２） 試合が終了したチームは速やかに駐車場から退出願います。
（３） 駐車場待ちの理由により、試合の開始時間を遅らせることは
認められませんので、早目の集合を心掛ける様にお願いします。
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２０１８年度区民大会が行われる会場一覧
グラウンド名

住所

金井公園

栄区金井町315-2

住友電工グラウンド

栄区田谷町１

金井高校前

豊田グラウンド

栄区飯島町109-1

旧豊田高校

中田中央公園

泉区中田町2989

俣野公園 横浜薬
大ｽﾀｼﾞｱﾑ

戸塚区俣野町1367-1

備考

【練習試合での審判依頼】
・審判依頼は審判部長（勝倉）までご相談してください。
・試合の１週間前迄に依頼してください。

【審判員

募集中！！】

現在、栄区野球協会では審判員を募集しております。
知人・友人及びチームの選手の方で審判員をやってみたい人は
審判部長及び審判技術委員又は事務局迄連絡を下さい。
男・女 年齢・住所は問いません。
審判部長（勝倉）
・ 携帯 ： ０９０－４８３５－２０８３

go.go.tatsumi@gmail.com

審判技術委員（長内）
・ 携帯 ： ０９０－４７２２－９２２９

osuniosenai.0371@icloud.com

事務局 （ラックスポーツ） ０４５－８９３－２１３４
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