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（１） 選手入場 
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（３） 国旗・町旗・おちスポーツクラブ旗・前年度優勝チーム団旗掲揚 

 

（４） 優勝旗・準優勝旗返還 
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閉 会 式 

（１） 選手入場 

 

（２） 表彰 

 

（３） 大会会長挨拶 

 

（４） 副会長総括 

 

（５） 国旗・町旗・おちスポーツクラブ旗・優勝チーム団旗降納 

 

（６） 閉会宣言 

 

（７） 選手退場 



第 38 回高知県小学生野球越知新人大会開催要項 

 

１．主  催  おちスポーツクラブ 

２．後  援  高知県小学生野球連盟 

高知県小学生野球連盟高岡支部・越知町・越知町教育委員会 

 

３．開 会 式  平成 30 年 10 月 13 日（土） 

        午前 8 時（選手グランド集合 7 時 30 分） 監督会議 7 時 45 分～ 

雨天の場合、開会式は中止とし、大会２日目より日程に沿って試合を行う。 

 

４．会  場  越知町民総合運動場ほか 

 

５．期  日  10 月 13 日（土）・14 日（日）・20 日（土）・21 日（日）27 日（土） 

10 月 28 日（日）・11 月 3 日（祝土）・4 日（日）・10（土） 

11 月 11 日（日） （予備日 11 月 17 日・18 日） 

 

６．参加資格  平成 31 年度高知県小学生野球連盟に登録を予定しているチーム。 

ただし、連盟登録していないチームに関しては、協議を要するものとする。 

 

７．参 加 料  10，000 円 （必ず申し込みと同時に現金書留で納入してください。） 

 

８．申 込 み  所定の用紙にて期日【9 月 21 日（金）厳守】までに参加料を現金書留で 

申し込み願います。抽選関係上、以後は受付致しませんのでご注意ください。 

 

９．申 込 先  〒781－1301 高岡郡越知町越知甲 2562 番地  

 （事 務 局）        越知町教育委員会内  小学生野球越知新人大会係 宛 

（連 絡 先） ℡ 0889-26-3400 ・ ＦＡＸ 0889-20-1051 

（試合当日本部）越知町総合運動場 ℡ 0889-26-1119 

 

10．抽   選   組合せ抽選は、実行委員会において厳正に執り行い、後日通知します。 

 

11．使 用 球  内外ボール Ｃ号 

 

12．留意事項  各チームは必ず団旗を持参ください。団旗を持っていないチームは必ず 

支部長を通じて事務局に連絡願います。 

入場行進は各チームのプラカードと団旗を持って行います。 

 

13．表  彰  優勝、準優勝、第 3 位チームにメダルと賞状と副賞を贈呈いたします。 



大 会 規 定 に つ い て 

 

１ ル － ル  

２０１８年度公認野球規則、高知県小学生野球連盟規則および本大会の各試合会場の特別   

ルールを採用する。ただし、各会場であらかじめ決めておかなくてはならないルールは、大会

本部、会場責任チームより試合開始前に明示する。 

 

２ 開 会 式 

1) 日時等 

平成 30年 10月 13日（土） 

午前 8時（選手グランド集合 7時 30分） 監督会議 7時 45分～ 

雨天の場合、開会式は中止とし、大会２日目より日程に沿って試合を行う。 

※この場合、前日の 12 時までに決定する。初日、２日目に関しては、各支部長に連絡する。

各支部長は各支部チームに連絡すること。 

 （注意） 

○特別な事情（交通事故、又は緊急な情勢）が発生した場合は、すぐに大会本部へ連絡を取

り承認を得ること。（※本部の承認なく欠席したチームは、出場資格を失うものとする。） 

○開会式に選手が出席できないチームは、代理者（同支部など）を構え、プラカードを持っ

て受付を済ませ、開会式には所定の位置に整列のこと。この場合、プラカードは同支部の

選手に持たせることとする。 

○雨天時の場合、開会式は中止とする。 

2) 入場行進   

○入場行進の時には胸をはり、手を大きく振り隊列を整えて堂々と行進すること。 

○各チームで開会式の日まで充分に行進の練習をし、選手は全員、ユニフォームを着用する

こと。 

○2列行進とし、監督は 3塁側ベンチ前に整列すること。 

3) 監督会議・整列協力員 

  （7時 30分集合） 監督会議 7時 45分～ 

○開会式には、三塁側ベンチ前に監督、もしくは代理者が必ず 1名整列すること。 

○選手整列のため、高岡支部の各チームは 2 名、各支部より 1 名の指導者（またはその代理

者）を出すこと。 

○監督会議は開会式開始 15分前に行う。（７時４５分予定） 

○監督（又は代理者）は必ず参加すること。 

 

 

 

 

 

 



 

３ 学校行事 

1) 学校行事で参加できないチームは、大会申込書にその旨を記載すること。 

○学校行事で都合の悪い日(予備日も含む）は、必ず申込書に記入する。その場合、学校名、

行事内容を明記のこと。 

 ○学校行事とは、全校生徒が参加する行事をさす。ただし、修学旅行等によりチーム登録選

手の 1／3 がいない場合、および学年行事で同じく 1／3 がいない場合、複数の学校でチー

ムを作っている所は、1つの学校で行事があり同じくチーム登録選手の 1／3がいない場合

をさす。 

2) 学校行事で遅れる場合は、必ず申込書に記入する。もしくは文書にて本部まで連絡すること

その他は受け付けない。 

3) 申込み後、新たに学校行事が計画・変更された場合は、速やかに事務局へ申し出ること。 

事前記入漏れに関する受付はできないので注意すること。なお、第１日目（10/13）、第 2 日

目（10/14）に変更が生じた場合は、9月 28日（金）までに申し出ること。 

4) 地区行事、学校行事の確認、審査は大会実行委員会が行う。 

 

４ 試  合 

1) 投手規制 

 ○ひとりの投手の投球回数を１日 7 回までとする。但し、先発リリーフを問わず投手板を踏

み投球練習を開始した時点で１回とみなす。 

○特別延長戦に突入した場合は、その試合で７回を超えた投手でも続投が可能とする。 

（体調管理には十分留意すること）特別延長戦は、投球回数に数えないものとする。 

2) 試合開始 

  ○定められた試合開始時間より３０分前には必ず会場へ到着のこと。定められた時間に遅刻

したチームは失格とみなす。但し、不可抗力による遅刻に対しては、直ちに大会本部へそ

の理由を説明のこと。 

3) シートノック 

  ○試合開始前のシートノックは５分間とし（後攻が先に行う。）、ユニフォームを着用した監

督、又はコーチが行う。 

4) メンバー表の交換及び先攻・後攻 

○先の試合の 5回終了時又は、試合開始１時間経過後にメンバー表の交換及び先攻・後攻を

決める。 

5) 会場ルール等についての打ち合わせ 

○責任者、または監督（又は代理）は、試合の開始 30 分前に会場に行き、会場ルール等に    

ついて打ち合わせること。 

6) コ－ルドゲ－ム 

 ○５回以降７点差がある場合、コールドゲームは成立するものとする。今大会より、決勝戦

にも採用する。 

 



 

7) ノ－ゲ－ム 

○降雨、日没その他の事情により中止になったゲームは、５回を終了していた場合は成立す

る。但し、同点の場合は、○×方式の抽選とする。なお、５回を終了していない場合はす

べてノーゲームとする。 

8) 雷対応 

○雷注意報に注意し、試合の中断については、本部の指示に従って行うものとする。 

9）時間設定 

○本大会は 7 イニング制とし、１時間３０分を超えて新しいイニングに入らない。同点の場

合は、イニング数、時間に関係なく１イニングのみ特別延長戦を行い、それでも勝負がつ

かない場合は、最終回出場選手各９名による抽選で勝敗を決定する。抽選方法は、○×方

式にて行う。 

10）ダブルヘッダーの有無 

 ○原則として、日程の都合によっては、ダブルヘッダーを行う。また、準決勝及び決勝は同

日に行う。 

11）特別延長戦 

 ○特別延長戦は、打順は前の回から続くその回の先頭打者からの打順とし、前の回の最終   

打順者を 1 塁走者とし、２，３塁の走者は順次前の打者（投手は除いてもよい）として無

死満塁で１イニングのみ行う。それでも勝負がつかない場合は、最終回出場選手各９名に

よる抽選で勝敗を決定する。抽選方法は、○×方式にて行う。 

12）手袋の使用は打者のみ認める。 

  ○試合中は、担当審判員の指示に従い、スピーディーに行うこと。 

13) 決勝戦 

○決勝戦は 7イニング制とし、１時間３０分を超えて新しいイニングに入らない。同点の場

合は、決着がつくまでイニング数に関係なく特別延長戦を続ける。今大会より、決勝戦も

コールドゲームを採用する。 

 

５ 練  習 

1）試合会場での練習 

○第１試合のみ、試合会場でのバッティング練習を認める。その他は認めない。(ノック練習

は可とする)。なお、第２試合目以降については、素振り練習は可とする。 

2）各会場試合前のアップなどの練習 

○必ずユニフォーム着用の者が行なうこと。また、グランドに入れるのは、ユニフォーム着

用者のみとする。 

3）投球練習 

○次の試合に備えての投球練習は、指導者引率（ユニフォーム着用）の元、試合開始後１時

間が経過、もしくは５回突入後から、責任チームの指示に基づき可能とする。ただし、責

任チーム、または大会本部が試合の妨げになると判断した場合、とりやめとする。 

 



 

 

 

６ 審  判 

1）審判体制 

 ①大会中、各チームは 2名の指導者認定審判員を出すこと。但し、ベスト４以降は、大会本部

審判員で行う。 

  ３試合ゾーン・・・第１試合 ３試合目の両チームから各２名 

第２試合 １試合目の両チームから各２名 

第３試合 ２試合目の両チームから各２名 

 

２試合ゾーン・・・第１試合 ２試合目の両チームから各２名 

第２試合 １試合目の両チームから各２名 

 

2）主審判 

○審判の割当については、1塁側のチームより主審判とする。 

3) 審判の判定下にある抗議 

○審判の判定下にある抗議は一切認めない。但し、ルール上の抗議については受け付ける。 

申し出者は監督、キャプテン、当事者とする。 

4) 審判員の服装について 

○チーム審判員は紺のズボン、白色無地のワイシャツ（ポロシャツ）、審判帽を着用すること。  

主審はインナープロテクターを着用のこと。 

5) 審判の出来ないチームの出場は原則認めない。但し、大会本部の許可の下、同支部内より代

理の審判員を出す場合は出場を認める。 

6) その他 

○足を高く上げてのスライディングは危険防止のため禁止する。現実にこれが妨害になった

と審判が認めた時は走者をアウトとする。 

 

７ 協力・確認事項 

1) 参加資格   

○連合チームでも、出場可能とする。背番号は通し番号とし、各々のユニフォームでの出場  

可能とする。 

2) 登録 

  ○登録選手、監督、コーチの追加、変更は開会式当日の監督会議まで、申し出があった     

場合のみ認める。但し、付属の文書で届け出ること。それ以外は一切認めない。      

3) 勝利チーム確認 

○必ず次回の日程を大会本部に問い合わせること。天候による有無については、初日は開会

式前日の 12時以降に決定し、各支部長に連絡する。各支部長は各支部チームに連絡するこ

と。2 日目以降についても、前日の夜もしくは当日の午前 6 時に決定し、事務局から各支



部長に連絡するので、初日と同じく、各支部長は各支部チームに連絡すること。 

 

4) ベンチ入り 

  ○くじ番号の若いチームのベンチを 1塁側とする。 

○原則ベンチへ入れる者は、登録されている責任者、監督、コーチ、スコアラーと選手 20名  

以内とする。コーチは 2名以内、スコアラーは 1名とする。（新人大会につき、お世話係が

必要な場合は、大会本部もしくは責任チームに申し出許可を得ること。） 

5) グランドへの立ち入り 

○会場内及びベンチ内への父兄の立ち入りは、けが人の介助、又はお茶出しの世話など    

特別、緊急な場合を除き認めない。 

6) ユニフォーム 

○開会式、試合で、ベンチへ入る選手・監督・コーチは必ずユニフォームを着用のこと。責

任者とスコアラーは、チーム帽着用し運動できる服装とする。 

7) 背 番 号  

○選手は 1 番～20 番、キャプテンは 10 番、監督は 30 番、コーチは 29 番以下の背番号を必

ずつけること。上記規定を守れない選手の試合出場は認めない。 

8) 用  具 

○捕手はヘルメット、プロテクター、マスク、レガースを必ず着用すること。 

○打者・走者、及びランナーコーチは耳付ヘルメットを着用すること。 

○バットをはじめいずれの用具も JSBB印のものとする。 

  ○審判員は、試合開始前に用具の点検を行うこと。チームの用具は全てベンチ内に入れるこ

と。 

9) ベンチ中 

○メガホンは１個に限り認める。 

 ○サングラスの使用は禁止する。 

10) 事  故 

  ○大会中の事故については、各会場において応急の手当をするが、主催者はその責任を    

負わない。尚、救急用具は各チーム必ず持参すること。 

11) 校歌斉唱 

  ○勝利チームは校歌斉唱、敗戦チームは拍手で相手チームの勝利を讃えること。 

○校歌斉唱の時テープを流すので、各チームで校歌を録音した、CD、カセットテープを    

持参すること。） 

○責任チームは、CDラジカセを持参のこと。 

13) 審判員へのお茶等については、各試合の３塁側のチームで行うこと。 

 

８ マナー 

1) 審判員、相手チームの選手に対しての悪いヤジはとばしてはいけない。 

○特にチームの責任者、監督、コーチは留意すること。応援の保護者に対しても同じである

審判員、責任チーム、本部からの注意は１回、なおその後も悪いヤジをとばす指導者、選



手保護者がいた場合は、審判員が退場処分とする。 

   

○（６審判 3）審判の判定下にある抗議は一切認めない。但し、ルール上の抗議については

受け付ける。申し出者は監督、キャプテン、当事者とする。 

    ○各会場においては、会場特別ルールや大会運営に際し、会場責任チームの指示に従うもの

とする。 

2)ゴミ・喫煙 

○各会場での昼食等の飲食をした場合、必ず各チームでまとめて持ち帰ること。※会場での

放置は絶対に許されないことを選手、保護者に周知徹底し指導者、保護者でしっかり管理

すること。 

   ○特に小中学校会場は全面禁煙となっているので、注意すること。 

3)駐   車 

○指定された駐車場以外への駐車は絶対にしないこと。大会開催の大きな妨げになるので各

チームで厳守のこと。※特に、越知町民総合運動場と、越知中学校今成グランドが試合会

場になっている所は道路わきや、駐車禁止区域には絶対に駐車しないよう、チーム内で徹

底通知の事とする。 

 

９ 会場責任 

1)会場責任チームは、各会場においての会場特別ルールや、運営に際し責任を持って      

運営管理する。 

2)会場責任チームは、各会場の準備を行い、試合結果を大会本部に報告すること。 

特に得点表は合計点の確認と、特別延長の有無、抽選の有無とその結果を明示すること。 

（2日目以降の責任チームは、大会本部から残ったチームに依頼をする。） 

3)試合用ベース、ライン引き、ラジカセは、責任チームが持参すること。 

4)試合で使用したボールは、会場責任チームに提供します。他の部材と得点表は、袋に入れて   

指定された場所においておくこと。 

5)責任者、または監督（又は代理）は、試合の開始 30 分前に会場に行き、会場ルール等に    

ついて打ち合わせること。 

6)先の試合の 5回終了時又は、試合開始１時間経過後にメンバー表の交換及び先攻・後攻を決め

る。 

7)ベスト４以降は、大会本部で運営する。 

8)大会は責任チームで各会場の準備を行い、試合結果を１試合終了ごとに事務局（26-1119）に

報告すること。 

9)雷対応（４試合 8)  

○試合の中断については、本部の指示に従って行うものとする。 

○雷には十分注意し、雷が鳴るようであれば中断し、本部の指示をあおぐこと。 

 

 


