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  [２３]ソフトボール競技
   一 部

 １．種別  期日  会場  対抗

     種  別     期    日         会        場   対  抗

5月3日(火）、5月4日(水)   ｵｰﾌﾟﾝ

(予備日5月5日(木)） (全日本総合予選兼）

5月3日(火）、5月4日(水)   ｵｰﾌﾟﾝ

(予備日5月5日(木)） (全日本総合予選兼）

少 年 男 子 6月4日(土）～6月6日(月) 岩瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ広場【B】　 　ｵｰﾌﾟﾝ

少 年 女 子 (予備日6/11（土)) 岩瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ広場【A】【B】【C】【D】 (富山県高校総体兼）

 ２．申込規定

    (1)  申込方法    

         大会総則による。

    (2) 　申込人員およびチーム構成

        ①　 成年男女は監督1名、コーチ2名、選手25名以内とする。

        ② 　少年男女は引率責任者（学校教職員）１名、監督1名、ﾏﾈｰｼﾞｬｰ1名、選手17名以内とする。

        ③　 成年男子･成年女子の監督が選手を兼ねるときは、選手登録をする。

 ３．参加資格

    (1)　（財）日本ソフトボール協会の競技種別（ｸﾗﾌﾞ・実業団・大学・高校）のチームに登録された選手で

　　　　日本国籍であること。

    (2)　 成年男女の監督又はコーチは公益財団法人日本スポーツ協会公認コーチ資格を所有していること。

    (3) (財)日本ソフトボール協会「新型コロナウイルス（COVID‐19）におけるソフトボール活動の再開に向けた

　      感染拡大予防ガイドライン」を遵守すること。

　     ※試合当日「健康状態報告書（様式チームB)」を提出すること。

 ４．競技方法

    (1) 　成年男子は２ブロックに別れ予選リーグを行い、トーナメントによる順位決定戦を行う。

　　　　　予選リーグは９０分を超えて新しいインニングに入らない。同点の場合は引分とする。勝ち点制とし、

　　　　勝ち２点・引分１点・負け０点で順位を決める。

    (2) 　成年女子は総当り１回リーグ戦とし、順位を決定する。

    (3)　 少年男女はトーナメント方式とし、３位決定戦まで行う。

    (4) 　フィールディングは１回戦のみとし、１回戦不戦勝のﾁｰﾑは２回戦で行う。

 5．ルール

    (1)　 2022年度オフィシャル･ソフトボールルールによる。

 ６．使用球

    (1)　 成年男女は検定３号革ボールとし、少年男女は検定３号ゴムボールを使用し、一般社団法人富山県

      　 ソフトボール協会（以下県ソ協会と記載する）が準備する。

 ７．その他

    (1)　出場チームの引率責任者、監督は、選手のすべての行動に対して責任を負うものとする。

    (2)　選手の傷害については、応急処置のほかは県ソ協会は一切責任を負わない。

    (3)　選手が事故を発生したときは、監督は県ソ協会まで届け出ること。

    (4)　試合開始１時間前に、会場に集合すること。

    (5)　閉会式は、各種別ごとに試合終了後、各々の会場で行う。

    (6)　試合終了後、ベンチ周辺を清掃の上、次の試合のチームに引き継ぐこと。(ゴミは持ち帰り）

    (7)　ロージンバック（滑り止め）は、各チームにて準備すること。

　 （8)　その他「大会出場におけるマナー環境遵守事項」を守ること。

 ８．参加料           

    (1)　成年男子 ： ３０,０００円/チーム（保険料は県内大会不要、ただしブロック大会は1000円/人）

    (2)  成年女子 ： ２０,０００円/チーム（保険料は県内大会不要、ただしブロック大会は1000円/人）

    (3)  少年男女 ： 　７,０００円/チーム（保険料は県内大会不要、ただしブロック大会は1000円/人）

成 年 男 子

成 年 女 子

岩瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ広場【A】【B】

岩瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ広場【D】
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 ９．申込締切 (成年のみ)  

 　　　　　　　  成年女子：令和4年３月19日(土)　　　成年男子：令和4年３月19日(土)

１０．申込先 (成年のみ)

         〒931-8332    富山市森5-1-17

              富山県岩瀬スポーツ公園内

                                              ＦＡＸ(0765) 56－8888     （一社）富山県ソフトボール協会  宛       TEL ０７６－４２６－００１５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX ０７６－４２６－００１６

 二 部
 １．種別  期日  会場  対抗

     種  別  　　　　期    日 　　　　　　　　会        場   対  抗

一般男子Ａ 　岩瀬スポーツ公園ソフトボール広場【A】【Ｂ】

一般男子Ｂ 　岩瀬スポーツ公園ソフトボール広場【Ｃ】【D】

  壮   年　Ａ 　富山市西大沢運動広場【G】【H】

　壮　年　 B 　大沢野総合運動公園多目的広場【I】【J】

　富山市婦中スポーツプラザ公園【E】

　富山市婦中スポーツプラザ公園【F】

　(注)参加チーム数を考慮の上抽選時決定

中学女子Ａ 　岩瀬スポーツ公園ソフトボール広場【A】【Ｂ】

中学女子Ｂ 　岩瀬スポーツ公園ソフトボール広場【Ｃ】【D】

 (注) 7／23(土)、7/24(日)雨天の場合は中止とする。（予備日はなし）

 ２．申込規定  

    (1)  申込方法    

        大会総則による。

    (2)  申込人員およびチーム構成

       ①  一般男子･壮年・レディース･中学男子･中学女子のチームは監督1名、コーチ２名、選手

           ２５名以内とする。中学男子･中学女子の監督は学校教職員または部活動指導員であること。

       ②  監督が選手を兼ねるときは、選手登録をする。

 ３．参加資格

    (1)  一般男子は１５歳以上（当該年度４月１日現在）で、県ソ協会の一般男子に加盟登録され、各郡市

         から推薦を受けたチームであること。なお、高等学校男子チームに選手登録して いるものは除く。

    (2)  壮年は４０歳以上（当該年度4月1日現在）で、県ソ協会の壮年、実年、シニア、一般男子に加盟登録

        され、各郡市から推薦を受けたチームであること。

    (3)  レディースは１５歳以上（当該年度4月1日現在）で、県ソ協会のレディース、エルダー、エルデストに

         加盟登録され、各郡市から推薦を受けたチームであること。ただし、高等学校女子チームに選手登録

         しているものは除く。

    (4)  エルダーは３５歳以上（当該年度4月1日現在）で、県ソ協会のレディース、エルダー、エルデストに

         加盟登録され、各郡市から推薦を受けたチームであること。

    (5)  中学男子は、各郡市体育協会から推薦を受けた選抜チーム、または同一中学校に在学する男子

        生徒によって編成されたチームであること。

    (6)  中学女子は、各郡市体育協会から推薦を受けた選抜チーム、 同一中学校に在学する生徒によって

      編成されたチームまたは県ソ協会に登録された中学生女子チームであること。

    (7)  一般男子･壮年・レディース・エルダーのチームに公認指導者の有資格者がいること。

    (8)  一般男子･壮年・レディース・エルダー・中学生男子・中学女子の監督・コーチ・選手はチーム本拠地

　　　　および県ソ協会に登録されていれば勤務または居住に関係なくそのチーム本拠地からの代表として

　　　　出場することができる。

   ７月 ２４日(日)

 郡市対抗

 郡市対抗

 郡市対抗

 郡市対抗

  オープン

  レディ－ス

  エルダー

 中 学 男 子

   ７月 ２４日(日)

   ７月 ２３日(土)

 郡市対抗

   ７月 ２４日(日)

   ７月 ２３日(土)

   ７月 ２４日(日)
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    (9)  参加競技は、１人１競技１種別とする。

　　　（一般男子と壮年、レディースとエルダーとの２種別に出場はできない。）

    (10)  中学男女を除き, 県ソフトボール協会に登録されたチームメンバーであること。

    (11) (財)日本ソフトボール協会「新型コロナウイルス（COVID‐19）におけるソフトボール活動の再開に

　      向けた感染拡大予防ガイドライン」を遵守すること。

　     ※試合当日「健康状態報告書（様式チームB)」を提出すること。

 ４．競技方法

    (1)  一般男子・壮年・レディス・エルダー・中学女子は、７回戦ゲームで、トーナメト方式とする。

       コールドゲームは５回以降７点差とし、７回終了時同点の場合は抽選とする。

    (2)  ゲームは８０分以後新しい回に入らないものとする。ただし、８０分経過して同点の場合は抽選

   　　　とする。決勝戦で同点の場合は両チーム優勝とする。

    (3)  フィールディングは１回戦のみとし、１回戦不戦勝のﾁｰﾑは２回戦で行う。

    (4)  天候等により以後の試合を実施しない場合がある。その場合の順位は大会本部で決定する。

 ５．ルール

    (1)   2022年度オフィシャル･ソフトボールルールによる。

  　　　　ただし、一般男子･壮年・レディース・エルダーは、「DP、FPの兼務は適用せず、OPO項目は

         採用しない。（ルールプックP45、4-5項指名選手）」

      （注) 捕手は、ボディプロテクターを着用すること。

    (2)  出場チームはユニホームを統一し、登録の背番号･胸番号を必ずつけること。

       (注) 中学男女の選抜チームのユニホームは、統一していなくてもよいが、背番号は重複しな

            いようにすること。

    (3)  登録番号は、監督３０番、コーチ３１番３２番、主将１０番とし、選手は１番から９９番までとする。

    (4)  金属スパイクの使用を禁止する。

    (5)  選手はヘルメットを着用すること。

 ６．使用球

    (1)  検定３号ゴムボールを使用する。ボールは、県ソフトボール協会が準備する。  

    (2)  使用球 (ボールメーカー)   

一般男子：内外ゴム     壮    年：ナガセケンコー

レディース： ナガセケンコー　 エルダー：ナガセケンコー

中学男子： 内外ゴム    中学女子： 内外ゴム

 ７．参加料

    (1) 　一般男子･壮年・レディース・エルダー：  １５,０００円/チーム

    (2) 　中学男女 ： ５,０００円/チーム

    (3) 　納入方法 ： 組み合わせ抽選会場にて、各支部代表者が県ソ協会事務局財務担当者に納入する。

大会中止においても参加料の返金はしない。

 ８．参加申込

 　(1)  令和４年６月28日（火)までに郡市体育協会へ申し込むこと。

     　郡市体育協会は、令和4年7月５日（火）までに第７5回富山県民体育大会実行委員会

     　事務局（富山市秋ヶ島183　富山県体育協会内）へ申し込むこと。

 　(2)　組合せ抽選会は令和４年７月９日(土)14時00分富山電気ビル会議室で実施する。
 　(3)　組合せ抽選会には、各支部の代表者(理事長、または事務局長）により実施する。
　　　[組み合わせ抽選対象種別]
　　　　①一般男子　　②壮年　　　　③レディース　　　④エルダー      ⑤中学男女

 　　　　ただし,  中学男女は中体連にて抽選を行う。

 　(4)  下記の大会資料を県ソ協会ホームページに掲載するので、関係開所には送付しない。

　　　①大会日程　　　②実施要項　　　③組合せ表　　　　④会場案内図　　

　　　⑤大会出場におけるマナー環境遵守事項　　⑥健康状態報告書（様式チームB）　　　
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 ９．その他

    (1)  出場チームの引率責任者、監督は、選手のすべての行動に対して責任を負うものとする。

    (2)  選手の傷害については、応急処置のほかは県ソ協会は一切責任を負わない。

    (3)  選手が事故を発生したときは、監督は県ソ協会まで届け出ること。

    (4)  試合開始1時間前に、会場に集合すること。

    (5)  閉会式は、各種別ごとに試合終了後、各々の会場で行う。

    (6)  携帯電話等を持ってコーチボックスに立たないこと。

    (7)  試合終了後、ベンチ周辺を清掃の上、次の試合のチームに引き継ぐこと。(ゴミは持ち帰り）

    (8)  ﾛ-ｼﾞﾝ（滑り止め）は、各チームにて準備すること。

　 （9） その他「大会出場におけるマナー環境遵守事項」を守ること。

　 (10)  雨天時の試合開催の確認は各種別専門委員長に確認すること。県ソ協会事務局および

　　　　　支部事務局では対応しない。

三　部
 １．種別  期日  会場  対抗

     種  別     期    日         会        場   対  抗

 スポーツ

少年団女子

 (注) 7／23(土)雨天の場合は中止とする。

 ２．申込規定

    (1)  申込方法      

        大会総則による。

    (2)  申込人員およびチーム構成

        スポーツ少年団女子のチームは監督１名、コーチ２名、選手２５名以内とする。

 ３．参加資格

    (1)  スポーツ少年団女子は小学生で構成され、県スポーツ少年団に登録したチームとする。

    (2) (財)日本ソフトボール協会「新型コロナウイルス（COVID‐19）におけるソフトボール活動の再開に

　      向けた感染拡大予防ガイドライン」を遵守すること。

　     ※試合当日「健康状態報告書（様式チームB)」を提出すること。

 ４．競技方法

    (1)  スポーツ少年団女子は5回戦ゲームでトーナメント方式とする。コールドゲームは３回以降

        １０点差とし、５回終了時同点の場合は抽選とする。

    (2)  ゲームは７０分以後新しい回に入らないものとする。ただし、７０分経過して同点の場合は抽選

   　　　とする。決勝戦で同点の場合は両チーム優勝とする。

    (3)  フィールディングは１回戦のみとし、１回戦不戦勝のチームは２回戦で行う。

    (4)  天候等により以後の試合を実施しない場合がある。その場合の順位は大会本部で決定する。

 ５．ルール

    (1)  2022年度オフィシャル･ソフトボールルールによる。

  　　　　ただし、「DP、FPの兼務は適用せず、OPO項目は 採用しない。（ルールプックP45、4-5項指名選手）」

      （注) 捕手は、ボディプロテクターを着用すること。

    (2)  出場チームはユニホームを統一し、登録の背番号･胸番号を必ずつけること。

    (3) 登録番号は、監督３０番、コーチ３１番３２番、主将１０番とし、選手は１番から９９番までとする。

    (4)  選手はヘルメットを着用すること。

  オープン   ７月 ２３日(土) 　富山市東富山運動広場【K】
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 ６．使用球及びバット

    (1)  検定２号ゴムボールを使用する。ボールは、県ソ協会が準備する。  

    (2) 使用球 (ボールメーカー)  ： 内外ゴム  

    (3)  バットは、検定２号バットを使用する。

 ７．参加料

    (1)  スポ少男女：  ３，０００円/チーム（ボール代含む）

    (2)  納入方法 ： 組合せ抽選会場にて、各支部代表者が県ソ協会事務局財務担当者に納入する。

大会中止においても参加料の返金はしない。

 ８．参加申込

　(1)  令和４年6月28日（火)までに（一社）富山県ソフトボール協会へ申し込むこと。

　　　　　（今回から市町村教育委員会への提出は省略となった）

     県ソ協会は、令和4年7月５日（火）までに第７5回富山県民体育大会実行委員会事務局（富山市

     秋ヶ島183　富山県体育協会内）へ申し込むこと。

.　(2)　県体組合せ抽選会は令和４年７月９日(土)14時00分富山電気ビル会議室で実施する。

  (3)  組合せ抽選会には、各支部の代表者(理事長、または事務局長）により実施する。

　(4)   下記の大会資料を県ソ協会ホームページに掲載するので、関係個所には送付しない

　　　①大会日程　　　②実施要項　　　③組合せ表　　　　④会場案内図　　

　　　⑤大会出場におけるマナー環境遵守事項　　⑥健康状態報告書（様式チームB）　　　

 ９．その他

    (1)  出場チームの引率責任者、監督は、選手のすべての行動に対して責任を負うものとする。

    (2)  選手の傷害については、応急処置のほかは県ソ協会は一切責任を負わない。

    (3)  選手が事故を発生したときは、監督は県ソ協会まで届け出ること。

    (4)  試合開始1時間前に、会場に集合すること。

    (5)  閉会式は、各種別ごとに試合終了後、各々の会場で行う。

    (6)  携帯電話等を持ってコーチボックスに立たないこと。

    (7)  試合終了後、ベンチ周辺を清掃の上、次の試合のチームに引き継ぐこと。(ゴミは持ち帰り）

    (8)  ロージン（滑り止め）は、各チームにて準備すること。

　 （9） その他「大会出場におけるマナー環境遵守事項」を守ること。

　 (10)  雨天時の試合開催の確認は専門委員長に確認すること。県ソ協会事務局および支部

　　　　　事務局では対応しない。


