令和４年度 東北中学校体育大会
第４９回東北中学校女子ソフトボール大会
第３５回東北中学校男子ソフトボール大会要項
１ 目

的

この大会は，中学校教育の一環として中学校生徒に広くスポーツ実践の機会を与え，技能の向上とア
マチュアスポーツ精神の高揚を図り，心身共に健康な中学校生徒を育成するとともに，中学校生徒相互
の親睦を図るものである。

２ 主

催

東北中学校体育連盟

東北ソフトボール協会

岩手県教育委員会

３ 後

援

東北地区中学校長会

岩手県中学校長会

青森県教育委員会

宮城県教育委員会

秋田県教育委員会

山形県教育委員会

福島県教育委員会

(公財)岩手県体育協会

花巻市

(一財)花巻市体育協会

共同通信社仙台支社

４ 主

管

岩手県中学校体育連盟

（一社）岩手県ソフトボール協会

５ 会

期

令和４年８月６日(土)～８月７日(日) ＜予備日８日(月)＞
【競技日程】７月２７日(水) 組み合わせ抽選会
８月 ５日(金) 東北六県専門委員長会議
８月 ６日(土) 監督会議
審判員・記録員会議

花巻市教育委員会

花巻市中学校体育連盟

13:30～14:10

ZOOM 会議

14:00～15:30

石鳥谷ふれあい運動公園 管理棟蔵

8:15～8:45

石鳥谷ふれあい運動公園 管理棟蔵

9:00～9:30

石鳥谷ふれあい運動公園

競技会（１日目）

10:30～

８月 ７日(日) 競技会（２日目）

9:00～

石鳥谷ふれあい運動公園

表彰式 決勝戦後に１・２位のチームが参加して行う。
３位表彰は準決勝戦後に当該会場で行う。
６ 会

場

花巻市 石鳥谷ふれあい運動公園
〒028-3171 岩手県花巻市石鳥谷町北寺林 11-2029

７ 参加資格

℡ 0198-45-4366

（１）学校教育法第１条に規定する中学校※に在籍し，各県中学校体育連盟加盟校に在籍する生徒で，
競技要項により大会参加資格を得，校長が参加を認めた者。
※本連盟では，
「中学校」とは中学校，義務教育学校の後期課程，中等教育学校の前期課程又は特
別支援学校の中学部とする。
（２）チーム編成は学校単位とするが，単独チーム編成困難校については，
「救済措置」の趣旨から別紙
「合同チーム参加細則」に基づき複数校合同チームの参加特例を認める。
（３）過年齢生徒の参加については，体力的，技術的要因が大きく関わると考え，満１６歳に達する年
度まで出場できるものとする。
（４）参加資格の特例（各種学校等）
①学校教育法第１３４条の各種学校（１条校以外）に在籍し，各県中学校体育連盟の予選会に参加を
認められた生徒であること。
②参加を希望する各種学校は以下の条件を具備すること。
ア 東北大会の参加を認める条件
（ア）東北中学校体育連盟の目的及び長年にわたる活動を理解し，それを尊重すること。
（イ）生徒の年齢及び修業年限が我が国の中学校と一致している単独の学校で構成されていること。
（ウ）参加を希望する学校は，運動部活動が学校教育の一環として，日常継続的に当該顧問教員の
指導のもとに，適切に行われていること。
イ 東北大会に参加した場合に守るべき条件
（ア）東北大会開催基準を守り，出場する競技種目の大会申し合わせ事項に従うとともに，大会の
円滑な運営に協力すること。

（イ）東北大会参加に際しては，責任ある当該校校長・教員・部活動指導員が生徒を引率すること。
また，万一の事故発生に備え，傷害保険等に加入するなどして，万全の事故対策を立てておく
こと。
（ウ）大会開催に要する経費については，応分の負担をすること。
８ 引率者及び （１）引率者及び監督は出場校の校長・教員（非常勤は除く）
・部活動指導員とする。ただし，部活動指
監督等

導員は教育委員会設置要綱のもと，以下の条件を満たしていなければならない。また，中学校体
育連盟が主催する大会（予選も含む）で登録できる学校は 1 校のみであること。
① 満２０歳以上であること。
② 主催者からの要望があった場合，大会運営に協力する姿勢があること。
③ 次のいずれかに当てはまる者とする。
ア 教育職員免許法に基づく免許を有する者。
イ （公財）日本スポーツ協会公認スポーツ指導資格を有する者。
ウ 自治体（含む教育委員会）
，体育（スポーツ）協会，中学校体育連盟のいずれかが主催する研
修会を受講している者。
※ここでいう「部活動指導員」は，学校教育法施行規則第７８条の２に示されている者であ
り，学校設置者に任用されている者をいう。
（２）外部・校外コーチは，校長が認めた者とする。所定の様式に従った「コーチ確認書」を参加申し
込みと同時に提出すること。ただし，中学校教職員・校長・部活動指導員が他校の外部・校外コ
ーチとしてベンチに入ることは認めない。
※外部コーチ…校長が学校部活動の指導者として承認した者で，日常的に学校部活動の指導に当
たっている者。
※校外コーチ…クラブ・道場などの指導に当たっている者。
（３）本大会に出場するチーム・選手の引率者・監督・コーチ・トレーナー等は，運動部活動の指導中
における暴力・体罰・セクハラ等により任命権者又は学校設置者から懲戒処分を受けていない者
であることとする。また，外部の指導者は校長から暴力等に対する指導措置を受けていないこと
とする。校長はこの点を確認して，大会申込書を作成する。

９ 参加数

各県 男子２チーム以内 女子２チームとする。
チーム編成は，引率者１名，監督１名，コーチ１名，選手１８名の計２１名以内とする。
（合同チームの
場合も編成は同じとする。
）

10 競技規則

（公財）日本ソフトボール協会２０２２オフィシャルソフトボールルール及び本大会申し合わせ事項
による。

11 大会規定

（１）男女とも３回１５点以上，４回１０点以上，５回以降７点以上の差が生じた場合は，得点差コー
ルドゲームとする。
（２）捕手は準備投球の時もスロートガード付きマスク，捕手用ヘルメット，プロテクター，レガーズ
を着用すること。捕手以外の選手が捕球するときは，スロートガード付きマスク，捕手用ヘルメ
ットを着用する。監督・コーチが準備投球の捕手をする場合は，スロートガード付きマスクを着
用する。また，捕手用ヘルメットを着用することが望ましい。
（３）金属製スパイク，セラミック製スパイクの使用を禁止する。
（４）抗議（プロテスト）は，監督に限る。また，コーチがフィールディング時以外にグラウンドに入
ることは禁止する。
（５）サスペンデットゲームを採用する。
（６）７回終了時同点の場合は，８回からタイブレークを適用する。
（７）ベースコーチは選手のみとし，ヘルメットを必ず着用する。

12 競技方法

（１）男女ともトーナメント方式
（２）組み合わせ抽選は，７月２７日（水）の組み合わせ抽選会（ZOOM 会議）で行う。

13 試 合 球

ナガセケンコー ゴム製検定３号球（コルク）とする。

14 表

男子は１位まで 女子は３位まで表彰する。

彰

優勝校 ：優勝旗（持ち回り）
・優勝杯（女子のみ・持ち回り）
・賞状
準優勝校：準優勝杯（持ち回り）
・賞状
第３位校：賞状
15 参 加 料

（１）参加生徒一人２，０００円とする。
（登録選手のみ）
参加料は，プログラム代等と合わせて下記口座に振り込むこと。振込手数料は各学校の負担とす
る。
（２）参加申込後の出場辞退や欠場の場合における参加料の返金は行わない。
（３）
【振込期限】令和４年 ８月 ２日（火）厳守
振込先 金融機関：みずほ銀行 第五集中支店（７９７）
口座番号：普通 ０１７０ ４０３
口座名義：名鉄観光サービス（株）

16 参加申込 【申込締切】令和４年７月２７日（水）正午必着
別紙参加申込書に必要事項を記入の上，下記に申し込むこと。
※校長の署名押印した原本をＰＤＦ化したもの（ただし，フルカラー，３００dpi 以上に限る）
を下記アドレスに送信してもよい。その場合，参加校はデータ送信後，受信の確認を申込先
担当者に電話にて確認すること。
【参加申込書送付先】
岩手県中学校体育連盟ソフトボール専門部 委員長
北上市立飯豊中学校

川 邊 智津瑠

〒024-0004 北上市村崎野 11-200
TEL 0197-68-2714

FAX 0197-68-2886

E-mail c.kawabe.com@gmail.com
【プログラム原稿・チーム写真送付先】
岩手県中学校体育連盟ソフトボール専門部

岩手大学教育学部附属中学校

鈴 木

駿

〒020-0807 盛岡市加賀野 3-9-1
TEL 019-623-4241

FAX 019-623-4243

E-mail ssuzuki@iwate-u.ac.jp
※プログラム作成の関係上，出場校が決定し次第,プログラム原稿とチーム写真を上記送付先までメー
ルで送ること。
17 諸 会 議

18 宿

泊

（１）組み合わせ抽選会

７月２７日（水）１３：３０～１４：１０ ZOOM 会議

（２）東北六県専門委員長会議 ８月 ５日（金）１４：００～１５：３０

石鳥谷ふれあい運動公園管理棟蔵

（３）監督会議

８月 ６日（土） ８：１５～８：４５

石鳥谷ふれあい運動公園管理棟蔵

（４）審判員・記録員会議

８月 ６日（土） ９：００～９：３０

石鳥谷ふれあい運動公園

宿泊要項は別紙とする。大会出場者（引率者・監督・コーチ・選手）の宿泊については，必ず宿泊要
項にある指定業者を通して申し込むこと。

19 そ の 他

（１）練習会場は，別途準備して連絡する。
（２）雨天の場合は，１日のみ順延する。なお，諸事情により日程・競技場の変更があり得る。
（３）全国大会へは東北地区代表として男子上位１チーム，女子上位３チームが参加する。
（４）大会期間中の負傷・疾病については，応急処置のみ実施する。大会参加者は，健康保険証を持参
することが望ましい。
（５）申込に使用する漢字は原則として常用漢字・人名用漢字とし，プログラム掲載も同様とする。た
だし，それ以外の漢字の使用を特に希望する場合は実行委員会へ相談すること。
（６）東北中学校体育連盟では申込書に記載する，選手氏名・学校名・学年等の情報は本大会プログラ
ムへ掲載し広く公表するとともに，大会結果集約に利用する。また，成績については報道発表並
びにホームページに掲載する。申込書に記載する情報の利用について同意が得られない等，事情
がある場合は各県中学校体育連盟を通して東北中学校体育連盟及び開催県実行委員会に連絡をと
り，適切に対処する。特に申し出がない場合は上記内容を承諾したものとする。
（７）観戦者における競技会場内，または応援席や駐車場等，会場周辺の事故，破損については，大会
主催者や施設管理者は一切責任を負わない。一切の事故は自己責任であることを理解した上で観
戦するものとする。
※「会場周辺の事故」には，競技中のボール等の用具が車や人に直撃した場合や，風や雪，雷等，
天候の影響で起こった場合も含む。
（８）本大会は最新版「東北中学校体育連盟 大会実施上の COVID-19 感染拡大予防ガイドライン」を適
用し行う。申込みに際しては同ガイドラインを熟読の上，参加申込みを行うこと。また，参加者
からの「参加同意書」の提出確認は各参加校単位で行うこと。実行委員会は参加申込みがあった
者について参加同意が得られているものとして扱う。
※ガイドライン等については岩手県中体連ＨＰよりダウンロード可能。
（９）大会参加者（選手・役員）以外の観客（来場者）についての取扱は，岩手県中体連ＨＰに随時更
新していく。
（10）自然災害や感染症等により，大会が実施されなかった際の全国大会出場校の決定方法については
別に定める。

20 連 絡 先
（１）大会運営に関する問い合わせ（競技・会場に関する事）
岩手県中学校体育連盟ソフトボール専門部 委員長
北上市立飯豊中学校

川 邊 智津瑠

〒024-0004 北上市村崎野 11-200
TEL 0197-68-2714

FAX 0197-68-2886

E-mail c.kawabe.com@gmail.com
（２）その他の問い合わせ
花巻市中学校体育連盟 事務局長
花巻市立花巻中学校

大 坊 春 樹

〒025-0097 花巻市若葉町 2-16-22
TEL 0198-23-2151
E-mail

FAX 0198-23-2152

hanachu@edu.city.hanamaki.iwate.jp

