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1. 球場使用について 

① グラウンド内に自動車、オ－トバイ等乗り入れ禁止する。(駐車は審判員の指示に従うこと) 

② 雨天等で大会を順延した場合はグラウンド内に絶対入らないこと。 

③ 第１試合の両チームは審判員の指示により他競技設備の移動や用具の準備等を行うこと。 

④ 最終試合の両チームは試合終了後、用具の整理、球場の清掃を行うとともに火災防止、特に

タバコの吸殻に残り火の無いよう十分注意すること。 

⑤ タバコの吸殻、空きビン、空き缶、新聞紙等のゴミは必ず持ち帰ること。 

(ベンチ内での喫煙を禁止する。また、各チームで吸殻入れを準備すること。) 

⑥ グラウンド提供者及び近隣に迷惑となる行為は絶対にしないこと。 

特にファールボールの回収については迷惑をお掛けしたお宅には丁寧にお詫びとお礼を述

べて回収をすること。 

⑦ その他、必ず審判員の指示に従うこと。 

2. 試合運営について 

(1) 一般事項 

(A) 申込み締切り後の選手登録の変更は一切認めない。 

(未登録選手が出場することはできない) 

(B) 各チームは試合開始 30 分前に球場に到着することを原則とし、定刻に試合のできる態

勢でない場合は棄権として取り扱う。（他区グラウンド使用の場合は、駐車場混雑が考

えられるので、十分考慮して到着のこと。） 

(C) ベンチ入りの選手は、10名以上 30名以内とする。選手 9名でも試合は認めるが、他に

1 名以上参加のこと。なお、選手 9名の場合は、インターバルでの内外野手の練習ボ－

ルは認めない。 

(D) ベンチは、抽選番号の若いチームを一塁側とする。 

(E) 各チームの都合による試合日程、試合時間の変更は一切認めない。 

(F) 本大会の試合球は横浜野球連盟公認ナガセケンコーボールＭ号を使用し、各チームより

2個ずつ試合前に審判員に提出のこと。（別に予備球 2個程度準備のこと） 

(G) 試合開始予定時間 

第 1試合 09：00 第 2試合 10：30 第 3試合 12：00 

第 4試合 13：30 第 5試合 15：00 

6 試合以上を予定する場合、開始時間が早くなるので必ず開始時間を確認すること。市

営球場等を利用する場合、ナイタ－を含めて第 8試合まで行うことがある。また、グラ

ウンド状況や天候等により、試合開始時刻が変更される場合もあるので、事務局のホー

ムページにて各チームは事前に適宜確認すること。 
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(H) 降雨･日没のため試合続行不可能と審判員が認めた場合は､特別継続試合を行う場合も

ある。但し、降雨、日没、球場の使用制限時間等でやむなく試合の続行が出来ない場合

の試合の成立条件を次のように規定し特別継続試合は行わずその前の回までの得点に

よって勝敗を決する。 （5回終了しているまたは、55分を経過している） 

(I) 各チームは、試合開始 20 分前までにメンバ表 2 部と試合ボ－ルを審判員に提出するこ

と。メンバ表にはフルネ－ム及び各選手の背番号、守備位置を記入すること。（監督名、

控え選手も記入のこと） また、氏名にはふりがなを記入のこと。 

但し、コールドゲーム等で試合時間が 10～20分早まることもある。 

(J) 監督、主将の背番号は各々30番、10番とし、選手の背番号は 0を含め、99番以内とす

る。背番号「00」は使用を認めない。 

(K) 試合進行のため、攻守交代、守備位置の交代は駆足で行うこと。 

(L) ボールまわしについては初回のみとし 2回以降は行わない。 

(M) ファールボールは原則として攻撃側が取りに行くこと。但し、各々のベンチ側に飛んだ

場合は近いベンチで、バックネット前のファールボールは次打者が処理する。 

(N) 対戦チームのプレイヤ－および審判員に対する個人攻撃、または、暴言を一切厳禁する。 

(O) 打者、次打者および走者はヘルメット、捕手は、プロテクタ、レガ－スとヘルメットを

着用のこと。 ファウルカップ着用が望ましい。 危険防止のため､これらの安全具を

持たないチームは、試合を棄権扱いとする。 

(P) タイムの制限 

試合のスピ－ドアップを図るためタイムの回数に制限が設けられている。 

守備側及び攻撃側は、それぞれで打合せのための「タイム」は７イニングで 3回しか認

められない。但し、選手交替を伴う「タイム」は、タイムの回数に数えない。 

(Q) 特記なき事項については、2021 年公認野球規則、全日本軟式野球連盟の競技者必携、

アマチュア野球内規に準拠する。特に試合のスピードアップを図るため、次のことを励

行すること。 

I. 投手が捕手のサインを見る時は必ずプレ－トに軸足をつけてみること。 

II. 打者がみだりにバッタ－ボックスを外す、走者がスパイクの紐を結び直す、または飛んだ

ヘルメットを取りに行くためのタイムは認めない。 

III. 次打者は低い姿勢でバット 1本を持ち、ネクストバッターズサ－クルで待機すること。 

 

(2) 各クラスの試合時間 

 Aクラス 

I. 1試合は 7イニング、または試合時間で 1時間 30分以内とし、1時間 20分前後を

目途に新しいイニングに入らない。同点の場合は抽選により勝敗を決する。 

II. 点差によるコールドゲームは 3 イニング以降 10 点差、5 イニング以降 7 点差とす

る。 



青葉区民軟式野球大会注意事項 
   2 0 2 1年 度 

 青葉区野球連盟 

 

III. Aクラスの準決勝戦は点差によるコールドゲームは適用しない。 試合は 7イニン

グ、または試合時間で 1時間 40分以内とし、1時間 30分前後を目途に新しいイニ

ングに入らない。同点の場合は抽選により勝敗を決する。 

IV. Aクラスの決勝戦は点差によるコールドゲームは適用しないが、2時間 30分以内と

し、2時間 20分を目途に新しいイニングに入らない。 

8 イニング以降は、タイブレーク（前イニングの打順を引き継ぎ、無死満塁から開

始）を適用する。 最終イニングを終了しても勝敗が決しない場合は、抽選により

勝敗を決する。 

 

 Bクラス 

I. 1試合は 7イニング、または試合時間で 1時間 30分以内とし、1時間 20分前後を

目途に新しいイニングに入らない。同点の場合は抽選により勝敗を決する。 

II. 点差によるコールドゲームは 3 イニング以降 10 点差、5 イニング以降 7 点差とす

る。 

III. Bクラスの準決勝戦は点差によるコールドゲームは適用しない。 試合は 7イニン

グ、または試合時間で 1時間 40分以内とし、1時間 30分前後を目途に新しいイニ

ングに入らない。同点の場合は抽選により勝敗を決する。 

IV. Bクラスの決勝戦は点差によるコールドゲームは適用しないが、2時間 30分以内と

し、2時間 20分を目途に新しいイニングに入らない。 

8 イニング以降は、タイブレーク（前イニングの打順を引き継ぎ、無死満塁から開

始）を適用する。 最終イニングを終了しても勝敗が決しない場合は、抽選により

勝敗を決する。 

 

 マスターズクラス 

I. 1試合は 7イニング、または試合時間で 1時間 30分以内とし、1時間 20分前後を

目途に新しいイニングに入らない。同点の場合は抽選により勝敗を決する。 

II. 点差によるコールドゲームは 3 イニング以降 10 点差、5 イニング以降 7 点差とす

る。(マスターズクラスは準決勝戦を含む) 

III. マスターズクラスの決勝戦は点差によるコールドゲームは適用しない。 

試合は 7イニング、または試合時間で 1時間 40分以内とし、1時間 30分前後を目

途に新しいイニングに入らない。同点の場合は抽選により勝敗を決する。 

 

(3) その他 

(A) 本大会中に負傷した場合、応急処置的なことは、主催者にて行うが、以後の処理につい

ては自己負担とする。各チームでスポーツ傷害保険に加入して参加の事。 
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(B) 試合日程については、事務局のホームページで毎週水曜日夕刻までに発表するので各チ

ームが確認すること。 

(C) 天候、球場の都合で試合の日程または試合時間を変更する場合があるので、各チームは

事務局のホームページで確認の上、所属選手に周知させてから出発すること。前日の雨

天でのグラウンド不良が予想される時また、当日の雨天などの場合でも、特に当連盟か

ら連絡が無い限り第１試合にあたったチームは、当該グラウンドへ参集のこと。それ以

降の試合については、連盟事務局よりチーム連絡者に電話で連絡する。 

(D) 各球場とも駐車場のスペ－スが少ないため乗り合わせていくこと。特に、市営球場は公

園等と併設されているので、駐車場待ち時間を考慮し、余裕を持って到着のこと。 

(E) 駐車場理由であっても選手がそろわない場合は、棄権扱いとなるので注意のこと。 

(F) 幼児のベンチ入りは危険防止のため禁止する。ネット裏等安全な場所で観戦するように

すること。ペットについては、ベンチに入れないこと。 

(G) チームの責任者は、本注意事項をチームのメンバに遵守することを周知、徹底をして試

合に臨むこと。 

(H) 審判員は原則として連盟で担当するが、前試合で勝利したチームに審判を要請すること

がある。 

(I) イニングの変わり目で捕手が防具を装着している間は、ユニフォームを着用した選手が

速やかに投球練習を受けること。この時、捕手用防具を付けていない場合は、危険防止

の観点から中腰にて投球を受けること。 

(J) フェースガード付きヘルメットの使用は禁止する。 

近年、プロ野球で使用されているフェースガード付きヘルメットは、アマチュア野球で

は、禁止されています。 

 

青葉区野球連盟ホームページ： 

https://kinchan1072.wixsite.com/aoba-baseballcircuit 
 

 

https://kinchan1072.wixsite.com/aoba-baseballcircuit

