
1 主 催 中日本ソフトボール連合

2 主 管 愛知県ソフトボール協会・西尾市ソフトボール協会

3 後 援 愛知県・(公財)愛知県スポーツ協会・西尾市・西尾市教育委員会

(一社)西尾市スポーツ協会・(株)中日新聞社・三河新報社・愛三時報社

4 協 賛 内外ゴム株式会社

5 会 期 第1日目　2019年8月2日(金) 西尾市総合体育館第３会議室

西尾市総合体育館第３会議室

開会式 西尾市総合体育館アリーナ

第2日目　2019年8月3日(土) 競技開始 各競技会場

第3日目　2019年8月4日(日) 競技開始 各競技会場

閉会式 各競技場にて競技終了後に行う。

6 競技種目 一般女子・高校女子・中学生女子・小学生女子

7 競技会場 【一般女子】 矢作川西尾緑地ソフトボール場

　愛知県西尾市上野酉新開1番地５

【高校女子】 西尾市坂田球場

　愛知県西尾市一色町坂田新田沖向102番地

【中学生女子】 西尾市立一色中学校運動場

　愛知県西尾市一色町坂田新田沖向95番地

【小学生女子】 西尾市坂田球場

　愛知県西尾市一色町坂田新田沖向102番地

8 参加資格 (1) 2019年度（公財）日本ソフトボール協会に加盟登録したチームで、所定の
  　予選、又は各県協会の推薦を経て出場権を得たチームに限る。

(2) 所属長が身体、人物共に適当と認めた者

9 チーム編成 (1) 監督1名・コーチ2名・スコアラー1名、トレーナー１名、選手25名以内とする。
    ただし、監督・コーチ・スコアラーが選手を兼ねる場合は、選手登録しなければ

　　ならない。

　  小学生・中学生・高校生については、引率責任者のベンチ入りを認める。

(2) ベンチ入りするスコアラーは、公式記録員の有資格者(資格証もしくはワッペンを

    携帯)であること。

(3) 監督・コーチの中で次の①～⑥のいずれかの有資格者がいること。
　  監督・コーチが資格を有していない場合においては、チーム内に有資格者

　　(監督代行になり得る者）がいなければならない。

　　　①コーチ４（旧・上級コーチ）②コーチ３（旧・コーチ）③コーチ２（旧・上級指導者）

　　　④コーチ１（旧・指導者）⑤公認準指導員⑥指導者対象講習会受講修了者

(4) 参加申込み以後のメンバー変更は認めない。

10 参加チーム数 (1) 各競技種目とも各県１チームとする。

(2) 前年度大会優勝・準優勝チーム及び地元推薦１チーム

(3) 前年度大会優勝・準優勝チームが参加しない場合の補充はしない。
    なお、参加チームが8チームに満たない種目は、開催県又はブロック内で補充

    することができる。

11 試合方法 (1) 全種目トーナメント方式とする。(第3位決定戦は実施しない)

(2) 得点差コールドゲームは、一般女子・高校女子・中学生女子については3回15
    点・4回10点・5回以降7点差以上で適用する。

(3) 小学生女子の部は、１試合90分を過ぎて新しいイニングに入らない。

    ただし、５回以降７点差コールドゲームを採用する。

(4) 全種目とも7回終了時（小学生女子の部は、制限時間経過後）に同点の場合は
　  タイブレーカにより試合を継続するが、２イニングまでとし、それでも同点

　  の場合は抽選により勝敗を決定する。ただし、決勝戦は除く。

(5) 今大会はサスペンデットゲームを採用することができる。
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12 競技規則 2019年度（公財）日本ソフトボール協会オフシャルソフトボールルールによる。

13 試 合 球 一般女子の部：革製検定３号球、高校女子・中学生女子の部：ゴム製検定３号球、

小学生女子の部：ゴム製検定２号球とし、内外ゴム株式会社製品で主催者が提供

する。

14 参 加 料 一般女子：40,000円　　　高校女子、中学生女子及び小学生女子：30,000円

＊＊＊＊参加料参加料参加料参加料についてはについてはについてはについては返金返金返金返金しませんしませんしませんしません

15 表 彰 (1) 優勝チームに、表彰状及び優勝旗（持ち回り）を授与する。

(2) 準優勝チームに、表彰状及び準優勝楯（持ち回り）を授与する。

(3) 第３位チームに、表彰状を授与する。

16 申込方法 (1) 出場資格を得たチームは、別紙関係用紙に必要事項を明記の上、各関係の認

  　印を受け、7777月 月 月 月 13131313日日日日（（（（土土土土））））までに必着で参加料振込通知書のコピーを添えて

　  下記宛に申し込むこと。

　　　　〒444-2113　　愛知県岡崎市松橋町1丁目10番地87

　　　　愛知県ソフトボール協会西三河支部　　野々山　尚武

　　　　FAX　0564-22-6431　　　携帯　090-1755-2267

(2) 参加料については、下記へチーム名で振り込むこと。

　　[振込先]
　　金融機関名　岡崎信用金庫　　井田支店

　　口座番号　　普通預金　　　９０４３５２２

　　口座名義　　愛知県ソフトボール協会西三河支部事務局長　　野々山　尚武

17 費 用 出場選手の旅費・滞在費は、すべて出場チームの負担とする。

18 組合せ抽選 2019年7月20日(土)午後3時30分から西尾市中央体育館会議室において主管協会役
員立ち会いのもと、公開代理抽選によって決定する。

　　　　西尾市中央体育館：愛知県西尾市丁田町前通120

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 0563-55-0305

19 監督会議 2019年8月2日（金）午後2時30分から西尾市総合体育館第３会議室で開催する。
監督はユニフォームを着用の上、出席すること。

　　　　西尾市総合体育館：愛知県西尾市小島町大郷1-1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 0563-54-7761

20 審判記録会議 2019年8月2日(金)午後3時20分から西尾市総合体育館第３会議室で開催する。

21 開 会 式 2019年8月2日(金)午後4時から西尾市総合体育館アリーナで開催する。

参加チームはチーム旗又は協会旗及び旗竿を持参のこと

（体育館シューズ及びシューズバックを各自ご準備ください。）

22 傷 害 選手の障害については、応急処置のほか、主催者は一切責任を負わない。

選手は全員、健康保険証を持参のこと。

23 そ の 他 (1) 参加チームは必ず監督によって引率され、監督は選手のすべての行動に対し

  　責任を負うものとする。

(2) 開会式は監督・コーチ・選手全員が参加すること。9名以上（試合の成立する
　　人数）の参加ができないチームは原則として棄権とみなす。

(3) 雷鳴がかすかでも聞こえたら、ただちに試合を中断する。

(4) 宿泊及び昼食については、別紙「宿泊・お弁当のご案内」のとおり斡旋する

    ので、内容を十分確認のうえ、所定の申込書により申し込むこと
 　（名鉄観光サービス（株）豊橋支店 ☎0532-54-8241）

(5) 宿泊の斡旋を要しないチームは、宿泊先及びその所在地、電話番号等を大会
  　事務局へ連絡すること。

(6) ベンチへ入る人数は、本大会に登録された人数とする。

(7) その他詳細については、参加チームに直接連絡するとともに、監督会議で定
　  める。

(8) 大会参加申込書は、そのまま印刷するので黒字、楷書で明確に記入すること。



(9) 天候不順で、競技開催不明の場合は自己判断することなく、必ず大会事務局
    に問い合わせてから態度を決定すること。

(10) 大会本部　西尾市坂田球場　球場管理施設　Ｂ＆Ｇ海洋センター

　　　　愛知県西尾市一色町坂田新田沖向100-8

　　　　　　　　　　TEL 0563-73-6187 　FAX 0563-74-0021

(11) 大会本部宿舎　アクセスイン西尾

        愛知県西尾市花ノ木町４丁目６４番地

　　　TEL：0563-55-0240・FAX：0563-57-5330

24 推薦チーム 2018年度の優勝・準優勝チームとする。

一般女子 優  勝 （愛知県）

準優勝 （愛知県）

高校女子 優  勝 （愛知県）

準優勝 （静岡県）

中学生女子 優  勝 （静岡県）

準優勝 （岐阜県）

小学生女子 優  勝 （岐阜県）

準優勝 （静岡県）

25 大会問合せ先 主管協会事務局

(1) 愛知県ソフトボール協会西三河支部事務局長　野々山尚武

　　　　携帯 090-1755-2267 FAX 0564-22-6431

        E-mail   nonoyama.soemu@wine.plala.or.jp

(2) 西尾市ソフトボール協会　事務局長　織田智治

　　　　携帯 090-6362-0117 TEL/FAX 0563-73-6228

        E-mail   tommy0117gld@yahoo.co.jp

Fビクトリー

岐阜NEXUS

東海学園大学

岐阜ドリームズ
掛川桜木女子ソフトボール部

中京大学

修文女子高等学校

常葉大学附属菊川高等学校



第６３回中日本総合女子ソフトボール選手権大会 

会 場 一 覧 図 

(愛知県西尾市) 

 

西尾市総合体育館 

開会式・監督者会議会場 

西尾市坂田球場 

高校女子・小学生女子会場 

西尾市立一色中学校 

中学生女子会場 

矢作川西尾緑地 

一般女子会場 



西尾市総合体育館 

駐車場案内 

 

 
 

第1駐車場 第２駐車場 第３駐車場

常時開錠 午前７時３０分開錠 午前７時３０分開錠

（選手専用） （選手・一般用） （選手・一般用）

駐車台数：２５１台 駐車台数：１７２台 駐車台数：１３０台

　
マイクロバスはこの駐
車場になります。

　
　駐車場入口に案内員
がいます。

　
　国道２３号バイパスの
高架下になります。一
方通行にご注意下さ
い。

 

 

※ 西尾東高校入口や敷地内、近隣の店舗への駐車や乗降は厳禁です 

※ 第４、第５駐車場は大会役員、審判員、記録員専用になります。 

 



矢作川西尾緑地周辺図 

 

一般女子 

Ａグラウンド 

一般女子 

Ｂグラウンド 

来賓・役員 

駐車場 

一般・選手 

駐車場 

一般・選手 

駐車場 

Ａグラウンド 

練習会場 

Ｂグラウンド 

練習会場 



坂田球場・一色中学校周辺図 

 

高校女子 

坂田球場 

Ａグラウンド 

中学生女子 

一色中学校 

Ｂグラウンド 

小学生女子 

坂田球場 

Ｃグラウンド 

高校女子 

坂田球場 

Ｂグラウンド 

大会本部 

ロイヤルボックス 

小学生女子 

坂田球場 

Ｄグラウンド 

練習会場 

中学生女子 

一色中学校 

Ａグラウンド 

来賓 

駐車場 

選手・一般 

駐車場 

役員 

駐車場 

練習会場 

マイクロバス 

駐車場 


