
平成３０年度                                            主催 筑紫区中学校体育連盟筑紫区中学校

                                                              共催 筑紫区市町教育委員会 

新人ソフトボール競技大会要項 

１．大 会 名 第３８回筑紫区中学校新人ソフトボール競技大会 
 
２．期 日      平成３０年９月３０日（日）・１０月６日（土） ※予備日  ７日（日）・１３日（土） 
           監督者会議 ８：００   開会式 ８：３０   試合開始 ９：００ 
                ※雨天の場合でも開会式は行う。マナーチェックは８：２０～ 
 
３．会 場      ９月３０日（日）・１０月６日（土）  春日東中学校、春日南中学校 
                            ７日（日）    春日東中学校、春日南中学校 
                   １３日（土）  春日南中学校、平野中学校 
 
４．参 加 校 那珂川中学校   那珂川北中学校  春日中学校   春日東中学校 春日南中学校 

春日西中学校   大野中学校    平野中学校   御陵中学校 筑紫野中学校                          
筑山中学校    二日市中学校   太宰府中学校・学業院中学校        

計１３校 
５．参加資格    筑紫区中学校体育連盟規約『大会出場資格』による 
 
６．競技方法  ① 組み合わせは１３チームを４パートに分け予選リーグを行う。 
        ② 各リーグより上位２位が決勝トーナメントに出場する。 
        ③ シード校は、各校監督推薦の投票により４チーム選出し、４チームが予選リーグからあたら 

ないように各パートに分かれるようにする。 
 
７．競技規則  ① ２０１８年日本ソフトボール協会「オフィシャルソフトボールルール」に準じる。 

           サスペンディッド制を採用する。（５回までいけば、試合成立） 

② 引率・監督は当該学校の校長・教員とする。コーチについては、出場校の教育職員とする。 
  但し、教育職員以外のコーチは校長が認め、登録・承認を受けた者とする。 

        ③ 当該校のソフトボール部員ならびに、監督、コーチ、管理職以外はベンチに入れない。 
               ④ 抗議権は監督・主将にあり、審判のジャッジに関するものは受けつけない。 
        ⑤ 全試合３回１５点、４回１０点、５回以降得点差が７点以上あればコールドゲームとする。 
        ⑥ 大会運営上、準決勝・決勝・第３代表決定戦は９０分、その他の試合は６０分を超えて新し 

いイニングに入らないものとする。また、決勝トーナメントにおいて延長戦はそのイニング 
からタイブレイカーとする。 

⑦ 大会運営上、後攻のチームがリードしており、後攻のチームが攻撃中に６０分、あるいは９０分 

を越えた場合、その時点のバッター打席で試合を終了とし、その試合の結果とする。 

 

８．申し合わせ   ① バッティンググラブ等ユニフォームのポケットから出ない、ユニフォームがベルトを隠さない着 

           こなし等、服装・マナーの向上を図る。 

② ベンチや競技者、保護者の好ましくない言動があった場合、審判は注意する。 

③ 監督（教師）１名、またはそれに代わる者（教師）は、各校とも閉会式まで参加すること。 

                 ④ 各校２名以上補助員（生徒）として大会運営の補助をすること。 

                 ⑤ 登録選手１８名は同一ユニフォームで背番号と胸番号を必ずつける。キャプテンは１０番とし、 

監督、コーチは選手と同一のユニフォームがのぞましい。 

 

９．表 彰       ３位まで表彰する。なお、上位２校及び第３位代表決定戦勝者が、筑前大会への出場権を得る。 

 

10．専門部長      内田 大介（御陵中学校） ５０３－２９０１ 

 

11．競技役員 

  及び審判員 

 

 

 

 

 

 

 

12. 外部コーチ 

 

【那珂川】山川 光貴 ， 原 真由美   【那珂川北】出渕 崇 , 山田 和江 

【春日】魚住 史親 ，原 恵美子      【春日東】大村 真弘 , 中村 和正 

【春日南】本田 実 ，五反田 清香     【春日西】深川 大樹 , 塚嵜 理妙 

【大野】平田 裕樹 ，坂本 聖道     【平野】渕上 佳昭 ，浅野 知紀 

【御陵】内田 大介 ，廣川 雅巳     【筑紫野】佐藤 茂史 ，山﨑 貴子 

【筑山】石橋 健一郎 ，高嶋 康博      【二日市】向坊 一宏 ，村田 志織 

【太宰府・学業院】永野 千晴 , 原 恭 ， 山﨑 三喜男 

 

西村 克己（大野）  安陪 勉（春日南）  猪田 宣行（筑紫野）  松谷 知博（筑紫野） 

織田 珠麻（太宰府） 福本 祐二（春日東）    

13．申し込み    ９月２１日（金）までに、春日西中学校に申し込み用紙を提出すること。 



14. 組み合わせ 

①監督推薦によりシード校を４校選出し、第１シードを「１」、第２シードを「４」、 第３シードを「７」、第４ 

シードを「１０」に入れる。 

  ②各パートでリーグ戦を行い、勝ち点上位２チームが決勝トーナメントに進出する。 

   （勝ち点３点、引き分け１点、負け０点とする。） 

    ③１位チームが２チームの場合は、タイブレイカーを行う。 

    ④２位チームが２チームの場合は、直接対決の勝者が決勝トーナメントに出場する。直接対決がない、もしくは引き

分けの場合はタイブレイカーを行う。 

  ⑤三つ巴の場合、変則トーナメント（抽選後、タイブレイカー）を行う。 

    ⑥審判割に記された、左側のチームを１塁側ベンチとする。 

 

●予選リーグ  

     平野 

    A1     B4 

 

春日西  B3 那珂川北 

    春日東 

      B1     A4 

 

  大野    B2   那珂川 

      筑紫野 

      A2     A5 

 

春日    A3  太宰府 

      学業院 

御陵   C3   春日南 

 

   C1          C2 

筑山   C4   二日市 

● 決勝トーナメント 

   

 A9    

 A8  B8   B9  

 A6  B6  B7  A7  第三代表決定 

ハ 2位 イ 1位 ロ 2位 ニ 1位 イ 2位 ハ 1位 ニ 2位 ロ 1位  

 

※春日東中学校会場では、第１試合の学校のみグラウンドでの練習を認める 

＜試合開始時間＞ 

                     ９月３０日（日）                             １０月６日（土） 

 Ａ球場 Ｂ球場 Ｃ球場  

 

 

 

 Ａ・Ｂ球場 

１ ９：００ ９：００ ９：００ ６ ９：００ 

第１試合 
終了後 

イニング調整１０分  

移動１０分間  

シートノック１０分  

イニング調整１０分  

連続試合３０分  

（移動・シートノックは

休憩中に行う） 

イニング調整１０分  

移動１０分間  

シートノック１０分 
  

２ １０：３０ １０：４０ １０：３０ ７ １０：３０ 

第２試合 

終了後 

イニング調整１０分  

連続試合休憩３０分  

（移動・シートノックは

休憩中に行う） 

イニング調整１０分  

移動１０分間  

シートノック５分 

イニング調整１０分  

連続試合休憩３０分  

（移動は休憩中に行う） 
  

３ １２：１０ １２：０５ １２：１０ ８ １２：４０※90分 

第３試合 
終了後 

イニング調整１０分  

移動１０分間  

イニング調整１０分  

連続試合休憩３０分  

（移動・シートノックは

休憩中に行う） 

イニング調整１０分  

移動１０分間   

４ １３：３０ １３：４５ １３：３０ ９ １４：５０※90分 

第４試合 

終了後 

イニング調整１０分  

移動１０分間   
  

５ １４：５０     

 ※予選リーグは６０分。連続する試合がある場合は、前の試合終了後３０分後に開始する。ただし、イニン 

グ調整の必要がない場合はこの時間を省く。 

※予選リーグの結果により、空き球場を使ってタイブレイカーを始める。 

  ※８は７の、９は８の遅いほうの試合が終わってから、４０分後に開始 

イ ロ
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