第５０回記念 中信杯「全京都学童軟式野球選手権大会」開催要項
学童を対象に、正しい軟式野球の指導と普及、育成を図る全京都学童軟式野球選手権大会を、下記のとおり開催し
ます。この大会は、学童の体力増強と野球技術の向上をめざすとともに、日頃の練習の成果を発揮する場であるこ
とを願って開催します。フェアプレイに徹したゲームを展開されることを期待します。

１．参加料

１チーム

１．申し込み

別紙登録・参加申込書に記入し参加費を添えて４月１６日（月）～４月２５日（水）
までに下記の所轄京都軟式野球連盟各支部へ。
上北支部
北区鷹峯黒門町 22
中京支部
中京区夷川通油小路東入る薬屋町 577-4
下南支部
南区九条新千本東入ル北側
左京支部
左京区静市市原町 1081-57
右京支部
右京区嵯峨中山町 19
東山支部
山科区西野山百々町 64-6
西京支部
南区久世中久世町 1-71
伏見支部
伏見区向島庚申町 45
乙訓支部
長岡京市勝竜寺 25-20
宇治支部
長岡京市東神足 1-3-10
城陽支部
京田辺市東西神屋 129-11
亀岡支部
亀岡市吉川町穴川背戸田 29
綾部支部
綾部市若竹町 8-1 綾部市役所内
福知山支部
福知山市和久市 254
舞鶴支部
舞鶴市野村寺 361-1
宮津与謝支部
宮津市字鶴賀 2164 宮津歴史の館内
丹後支部
京丹後市峰山町字荒山 248 峰山球場内

京都軟式野球連盟
京都新聞
ＫＢＳ京都
１．会期

平成３０年７月１４日（土）～８月１２日（日）
決勝大会・・・８月１０日(金）・１１日（土）・１２日（日）

１．会場

予備日：１３日（月）

○殿田グラウンド・・・・・・・南区東九条下殿田町 【市バス九条車庫下車】
○横大路グラウンド・・・・・・伏見区横大路下ノ坪 【市バス南横大路より徒歩９分】
〇伏見桃山城運動公園野球場・・伏見区桃山町大蔵 45【丹波橋駅より徒歩 17 分】
○わかさスタジアム京都・・・・右京区西京極新明町 29【西京極駅より徒歩５分】
※北部予選については、北部各支部で決定する。

１．参加資格

京都軟式野球連盟学童部登録チームに限る。（連盟登録料＝１チーム年間 9,000 円）
京都府内に在住する、平成３０年４月２日現在、小学生６年生以下で編成したチームであること。
ジュニアの部と二重に登録、参加はできない。

１．競技規定

①チーム編成は原則として同一行政区内で隣接の４学区までで編成すること。
ただし、下記の場合は除く。
・国立及び私学チームを編成する場合は同一校のみで編成すればよい。
②各選手の在学校名及び学年は平成３０年４月２日現在とする。
③チーム編成は監督、コーチ、スコアラー、マネージャー、トレーナー（有資格者）各１名と
選手 10 名以上 20 名以内で編成すること。ただし、チームの代表者と監督、

京都市内・宇治・乙訓・城陽・亀岡 各支部の出場チームは、６月２日（土）午後２時から
京都新聞ビル７階文化ホールで行う代表者会議と抽選会に代表者又は監督の内 1 名と登録選手１名の
計２名が出席すること。

棄権とみなす。

④チーム名は学校名をそのままつけることはできない。なお、チーム名が不適当な場合は、

※ 会場周辺には駐車場がないため地下鉄・バス等の交通機関を利用すること。
１．賞

（９月２２日（土・祝）２３日（日）大阪府）

（１チーム９名以上）出場すること。
（開会式を欠場するチームは６月８日までに連盟各支部へ
１．後援

⑦大会中に不測の事故などトラブルが生じた場合、大会本部の決定に従わないチームは失格と
することができる。

京都府・京都市・京都府教育委員会・京都市教育委員会・京都府体育協会
京都市体育協会・京都市小学校スポーツ連盟（予定）

⑥出場資格に違反が生じた場合は、試合終了後違反を証明する書類を添えて、大会本部へ異議
の申し立てをすること。

優勝チームに優勝旗（持ち回り）、準優勝チームに準優勝楯（持ち回り）ほかを贈る。
また、優勝及び準優勝チームには第４１回近畿少年軟式野球大会の出場権が与えられる。

（雨天の場合は６月２４日（日）午後２時）行う開会式に原則として参加チームの全選手
連絡すること。）

尚、代表者会議に先立ち肩・肘に関する講習会を行ないます。

※ 選手はユニフォームを着用しなくてもよい。代表者会議に出席しないチームは原則として

きない。）

⑤出場チームは、６月２３日（土）午後２時から山城総合運動公園（太陽が丘）第１野球場で

トーアスポーツ店内
藤塚俊次 方
テクノスポーツ店内
宮内道明 方
松山伸次 方
中本博 方
西京支部事務所
山田順二 方
岸行政書士事務所
岩崎 馨 方
味田憲一 方
亀岡市軟式野球連盟
四方秀一 方
福知山支部事務所
亀井裕幸 方
橋本知記 方
中道啓悟 方

１．代表者会議と抽選会

コーチは京都府内に在籍する成人とする。
（監督、コーチ、スコアラーは複数のチームを兼任で

大会本部がチーム名の変更を求めることができる。

１１，０００円

１．協賛

京都中央信用金庫

代表者会議（抽選会）には、この書類を必ず持参してください。

⑧参加申込の際に不正登録したチームや、試合の際に登録外の不正選手を出場させたチームは、
直ちに失格になるとともに、そのチームの代表者、監督、コーチ、スコアラー、マネージャー、
トレーナーは事由発生日から１年間学童軟式野球に登録することが出来ない
⑨選手は保護者が出場を承認したものしか申し込みができない。また、健康診断は各自必ず受
けておくこと。以上の処置は参加申し込みまでに代表者が責任をもって行うこと。
※肩・肘の検診は必ず受診すること。
⑩会場における事故、災害、負傷等については、応急処置を行うが、以降の責任は負わない。
※チームの代表者は選手に「スポーツ傷害保険」などの傷害保険に加入のうえ参加
申し込みをすること。

【連絡先電話】

京都軟式野球連盟事務局
075-671-6644（平日の午前 10 時～午後 5 時）
携帯電話 ① 090-3942-6550（横大路会場）
② 090-3942-8660（横大路会場）
③ 090-2598-2699（殿田会場）
雨天の場合でも、グラウンドが使用可能な場合には、試合を行います。

※ 抽選会場内への飲食物の持ち込みを厳禁する
以上

第５０回記念

中信杯「全京都学童軟式野球選手権大会」開催要項

（ジュニア）

学童を対象に、正しい軟式野球の指導と普及、育成を図る全京都学童軟式野球選手権大会（ジュニア）を、

１．参加料

１チーム

下記のとおり開催します。

１．申し込み

別紙登録・参加申込書に記入し参加費を添えて４月１６日（月）～４月２５日（水）
までに下記の所轄京都軟式野球連盟各支部へ。

この大会は、学童の体力増強とチームプレイを通じて社会性を養い、あわせて地域住民の親睦の場となるこ

上北支部
中京支部
下南支部
左京支部
右京支部
東山支部
西京支部
伏見支部
乙訓支部
宇治支部
城陽支部
亀岡支部
綾部支部
福知山支部
舞鶴支部
宮津与謝支部
丹後支部

とを願うもので、フェアプレイに徹した好試合が展開されることを期待します。
京都軟式野球連盟
京

都

新

聞

Ｋ Ｂ Ｓ 京 都
１．会

期

平成３０年７月１４日（土）～８月１２日（日）
決勝大会・・８月１１日（土）・１２日（日）

１．会

場

予備日：１３日（月）

○殿田グラウンド・・・・・・・南区東九条下殿田町 【市バス九条車庫下車】
○横大路グラウンド・・・・・・伏見区横大路下ノ坪 【市バス南横大路より徒歩９分】
〇伏見桃山城運動公園野球場・・伏見区桃山町大蔵 45【丹波橋駅より徒歩 17 分】
○わかさスタジアム京都・・・・右京区西京極新明町２９【西京極駅より徒歩５分】
※北部予選については、北部各支部で決定する

１．参加資格

京都軟式野球連盟学童部登録チームに限る。（連盟登録料＝１チーム年間 9,000 円）
京都府内に在住する、平成３０年４月２日現在で、小学 4 年生以下で編成したチームであるこ
と。１～６年生の部と二重に登録、参加はできない。

１．競技規定

①チーム編成は原則として同一行政区内で隣接の４学区までで編成すること。
ただし、国立及び私学チームを編成する場合は同一校のみで編成すること。

８，０００円

北区鷹峯黒門町 22
中京区夷川通油小路東入る薬屋町 577-4
南区九条新千本東入ル北側
左京区静市市原町 1081-57
右京区嵯峨中山町 19
山科区西野山百々町 64-6
南区久世中久世町 1-71
伏見区向島庚申町 45
長岡京市勝竜寺 25-20
長岡京市東神足 1-3-10
京田辺市東西神屋 129-11
亀岡市吉川町穴川背戸田 29
綾部市若竹町 8-1 綾部市役所内
福知山市和久市 254
舞鶴市野村寺 361-1
宮津市字鶴賀 2164 宮津歴史の館内
京丹後市峰山町字荒山 248 峰山球場内
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亀岡市軟式野球連盟
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１．代表者会議と抽選会
京都市内・宇治・乙訓・城陽・亀岡 各支部の出場チームは、６月２日（土）午後２時から

②各選手の在学校名及び学年は平成３０年４月２日現在とする。

京都新聞ビル７階文化ホールで行う代表者会議と抽選会に代表者又は監督の内 1 名と登録選手１名の

③チーム編成は監督、コーチ、スコアラー、マネージャー、トレーナー（有資格者）各１名

計２名が出席すること。尚、代表者会議に先立ち肩・肘に関する講習会を行ないます。

と選手 10 名以上 20 名以内で編成すること。ただし、チームの代表者と監督、コーチは

※ 選手はユニフォームを着用しなくてもよい。代表者会議に出席しないチームは原則

京都府内に在籍する成人とする。（監督、コーチ、スコアラーは複数のチームを兼任できな

として棄権とみなす。

い。）

※ 会場周辺には駐車場がないため地下鉄・バス等の交通機関を利用すること。

④チーム名は学校名をそのままつけることはできない。なお、チーム名が不適当な場合は、
大会本部がチーム名の変更を求めることができる。
⑤出場チームは、６月２３日（土）午後２時から山城総合運動公園（太陽が丘）第１野球場で

１．賞

優勝チームに優勝旗（持ち回り）、準優勝チームにトロフィー、第３位チームに賞品

（雨天の場合は６月２４日（日）午後２時）行う開会式に原則として参加チームの全選手

ほかを贈る。

（１チーム９名以上）出場すること。
（開会式を欠場するチームは６月８日までに連盟各支部

また、優勝および準優勝チームには佐藤薬品工業旗近畿学童軟式野球 4 年生

へ連絡すること。）

大会の出場権が与えられる。（1１月 1０日（土）・1１日（日）

⑥出場資格に違反が生じた場合は、試合終了後違反を証明する書類を添えて、大会本部へ
異議の申し立てをすること。

１．後 援

京都府・京都市・京都府教育委員会・京都市教育委員会

１．協 賛

京都中央信用金庫

奈良県）

⑦大会中に不測の事故などトラブルが生じた場合、大会本部の決定に従わないチームは失格
とすることができる。
⑧参加申込の際に不正登録したチームや、試合の際に登録外の不正選手を出場させたチーム
は、直ちに失格になるとともに、そのチームの代表者、監督、コーチ、スコアラー、マネー
ジャー、トレーナーは事由発生日から１年間学童軟式野球に登録することが出来ない。
⑨選手は保護者が出場を承認したものしか申し込みができない。また、健康診断は各自必ず
受けておくこと。以上の処置は参加申し込みまでに代表者が責任をもって行うこと。
※肩・肘の検診は必ず受診すること。
⑩会場における事故、災害、負傷等については、応急処置を行うが、以降の責任は負わない。
※チームの代表者は選手に「スポーツ傷害保険」などの傷害保険に加入のうえ参加
申し込みをすること。

代表者会議（抽選会）には、この書類を必ず持参してください。
【連絡先電話】

京都軟式野球連盟事務局
携帯電話

075-671-6644 （平日の午前 10 時～午後 5 時）
①

090-3942-6550（横大路会場）

②

090-3942-8660（横大路会場）

③

090-2598-2699（殿田会場）

雨天の場合でも、グラウンドが使用可能な場合は、試合を行います。必ず、現地を確認してください。

※ 抽選会場内への飲食物の持ち込みを厳禁する
以上

