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HP掲載予定 2019. 3. 1.

ＪＡバンクえひめカップ 第4回愛媛県小学生男子ソフトボール大会の開催について (ご案内)
（兼 第 33回全日本小学生男子ソフトボール大会愛媛県予選）
（兼 第 21回西日本小学生ソフトボール大会愛媛県予選）

ＪＡバンクえひめ（愛媛県内ＪＡ／県信連）様のご協力により全日本小学生男子大会の県予選を開催いたします。

オープン参加としますので参加希望チームは期日までに申込み手続きをされますようご案内いたします。

今年度の開催予定日と学校行事等を事前に十分ご確認のうえ参加申し込みをしてください。 また締切後に

日程･試合会場を決定するため、締切日が大変早くなっていますのでチーム責任者の方はご注意ください。

【 県協会年度当初の予定では ５月開催としておりましたが、会場確保の都合により 予選トーナメントを
４月２７日から実施いたします。 チーム関係者の皆さんは申込みの際に会期にもご注意ください。 】

大会名 ＪＡバンクえひめカップ 第４回愛媛県小学生男子ソフトボール大会
(兼 第３３回全日本小学生男子ソフトボール大会愛媛県予選)
(兼 第２１回西日本小学生ソフトボール大会愛媛県予選)

主 催 愛媛県ソフトボール協会

主 管 松山市ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会 ・ 伊予ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会 ・ 東温市ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会

会 期 予定 [ 予選トーナメント ] … ４月 ２７日(土) ・ ４月 ２９日(祝・月)

５月 ３日(祝・金) ・ ５月 ４日(祝・土)

予定 [ 決勝トーナメント ] … ５月 ５日(祝・日) ・ ５月 ６日(振休・月)

予備日 ： ５月２５日・２６日

会 場 (予定) 4. 27. 松山市 松山中央公園運動広場

（調整中） 4. 29. 松山市 松山中央公園運動広場

5. 3. 東温市 総合公園多目的広場 ※試合会場は締切後に決定いたします。

5. 4. 松山市 別府市民運動広場 ※小学生委員会ＨＰ掲載内容を確認

5. 4. 松前町 松前公園多目的広場 してください。

5. 4. 東温市 総合公園多目的広場

5. 5. 松前町 松前公園多目的広場

5. 5. 東温市 総合公園多目的広場

5. 6. 松山市 別府市民運動広場

5. 6. 松前町 松前公園多目的広場

5. 25. (予備日) 松山中央公園運動広場

5. 26. (予備日) 松山中央公園運動広場

参加資格 (1) (公財)日本ソフトボール協会に ２０１９年度小学生男子チーム登録を済ませているチーム。

(2) フリーエントリーとする。

(3) 小学生男子チームに登録する女子選手は、男子の部への参加を認める。

(4) 指導者資格を持っている方がチーム内に必ずいること。

(5) チーム編成は監督１名・コーチ２名・スコアラー１名・選手25名以内とする。ベンチ入り

するスコアラーは公式記録員であること。

競技規則 ２０１９年度日本ソフトボール協会オフィシャルルールによる

傷 害 傷害に関しては本人またはチームの責任とし、協会は一切の責任を負わない。

チームはスポーツ傷害保険に 必ず 加入しておくこと。
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( ＪＡバンクえひめカップ小学生男子 全日本・西日本県予選－２ )

使用球 ナガセケンコー製２号公認球とし、各試合前に新球２個を本部に提出すること。

参加料 大会参加料 １６,０００円を指定された銀行口座へ振込みをしてください。

申込方法 (1) 日本協会登録については 支部協会の指定する期日までに 提出してください。

４月１０日までに 大会参加申込の手続きのみ をすませてください。

※ 学校の新学期になりますので 申込書提出後に追加する選手ができた場合には

県協会までご連絡ください。 その場合には、再度 選手追加後の申込書を提出

してください。 ４月１９日までは申込書の差し替えを受付けます。

(2) 大会参加申込

◇ 参加料は指定された方法により振込手続きをすること。

◇ 別紙 申込み確認表に大会参加申込書を添えて送付すること。
締切を過ぎて到着したものは受付けない。

送付先 〒. 796-0013 八幡浜市山越２
愛媛県ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会理事長 笹田嘉雄

◇ 申込締切 ２０１９年 ４月 １０日 (水) 必着

(3) 支部協会事務局等でとりまとめる場合

◇ 支部協会事務局等の指定する期日までに 取りまとめ先へ申込むこと

◇ チームより支部協会事務局等へ提出するもの
大会参加申込書 ・ 参加料

男子の部 予選トーナメントを実施し 決勝トーナメント進出チームを決定する
連絡事項

次のチームは決勝トーナメントから参加する

春季全日本小学生大会出場 ① 大生院ブルータイガーススポーツ少年団

② 久枝ソフトボールスポーツ少年団

四国小学生大会出場 ③ ④

⑤

推薦チームを含む１６チームによる 決勝トーナメント組合せ抽選会を実施する (予定)

帯同審判員 帯同審判員として チームの試合の行われる日に 審判員資格を持たれている方を１名
確保してください。 【 弁当（昼食）は各自 持参してください 】

第１試合開始予定時刻の１時間前までに、チームの試合会場本部に必ず集合してくだ

さい。 終日 会場にて審判員として行動していただくようになります。

帯同審判員の方は、正規の審判員帽子 または 帯同審判員用キャップの着用をお願い

します。

そ の 他 (1) 参加チーム数が確定した時点で、集合時間等の日程を県協会で協議する。

日程等の詳細については 締切後に県協会ＨＰに掲載する。 大会会期中の雨天による

順延等 試合日・会場の変更もありうるので 随時 掲載内容を確認のこと。

(2) 予選トーナメント … ４月２７日 ・ ４月２９日 ・ ５月３日 ・ ５月４日 の内、いづれかの

日に試合を行う。 ただし 参加申込チーム数・会場の都合により 予選トーナメントの

開催期間が変更されることもあるため、その旨ご承知おきください。
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(その他) (3) 決勝トーナメントの初日に「開会式」を行います。
最終日に 準決勝・第３位決定戦・決勝戦を行う予定です。 全試合終了後 表彰式と
閉会式を行う予定です。

(4) 指導者資格を持っている方は 試合当日 県協会発行の「指導者カード」を必ず携帯し
提示できるようにしておくこと。大会参加に支障をきたすこともあるので、チーム責任者は
事前によく確認しておくこと。

(5) 選手には 当日の天候に応じて調整のきく服装をさせること。

チーム責任者は 選手の体調には十分注意のうえ 大会に参加すること。

(6) 全日本小学生男子大会 … ８月１日～５日 長崎県にて開催予定

西日本小学生大会 … ７月２７日～２９日 愛媛県今治市にて開催予定

競技方法 (1) ベンチは若番１塁側、攻守はコインにて決定する。

(2) 試合開始予定30分前、または前試合４回終了時までに集合のこと。

(3) ５回以降７点差以上生じた場合はコールドゲームを適用する。

(4) 優勝決定戦を除く試合は７０分ゲームとする。 ７０分を過ぎて新しいイニングに入らない。
ただし 同点の場合には、１イニングのみタイブレーカーにより試合を続ける。 それでもなお
同点の場合には抽選とする。

(5) 優勝決定戦においては、７回終了時同点の場合 ８回よりタイブレーカーにより勝敗を
決する。

(6) 打者・走者・次打者ともにヘルメットを必ず着用のこと。
ベースコーチもヘルメットを必ず着用のこと。
捕手は捕手用ヘルメット・スロートガード付きマスク・プロテクター・レガーズを着用のこと。

「各種小学生大会」 に関する連絡方法について

1. 参加申込書・申込み確認表は県協会小学生委員会ホームページよりダウンロードすることが

できます。

2. 申込状況・組合せ・諸連絡について、参加チームへの文書連絡は行いません。

チーム関係者の皆さんは、県協会小学生委員会ホームページでご確認いただくか所属支部

事務局または県協会小学生委員会役員までお問合せください。

3. 実施内容の変更も県協会小学生委員会ホームページでのみお知らせするようになります。


