
　

 

（１）　　　大会名 ボーイズリーグ中日スポーツ杯第７回中日本ブロック選抜大会 　承認番号NN２４－０３

（２）　　　開催日 平成２４年１０月２７日（土）・２８日（日）・１１月３日（祝土）　

予備日　１１月４日（日）

（３）　　　試合会場 加賀市中央公園野球場・寺井野球場・物見山野球場・片山津野球場

福井県営野球場・三国運動公園野球場・西山球場 他

（４）　　　開会式 平成２４年１０月２７日（土）　　ＡＭ８：００～　　加賀市中央公園野球場
石川県加賀市山田町リ245‐2 　TEL 0761-72-6886

受付　　ＡＭ７：００～　　加賀市中央公園野球場 正面入口

（７：４０までに受付を済ませてください）

雨天 加賀市スポーツセンター（野球場前）　TEL 0761-73-3939

　　　※　閉会式 平成２４年１１月３日（祝土）　ＰＭ４：００ごろ～　　福井県営野球場
福井県福井市福町3－20 　　　　TEL 0776-36-1542

表彰式【優勝・準優勝】・個人賞

（５）　　　試合規則 2012年度公認野球規則並びに定められた連盟特別規則による。

トーナメント方式。　

（６）　　　参加資格

1年生と2年生11名以上20名以内。

（７）　　　参加費 １チーム　　￥２０，０００円　（開会式当日受付にて）

（７）　　　参加チーム　　３２チーム 中日本ブロッツク７支部で予選を行い、出場チームを決める。

北陸支部４チーム　　福井県支部４チーム 　岐阜県支部６チーム

三重県支部４チーム　　愛知県西支部８チーム 　愛知県東支部３チーム

静岡県支部３チーム

（８）　　　主　催　 財団法人　日本少年野球連盟

（９）　　　主　管 財団法人　日本少年野球連盟 中日本ブロック

岐阜県支部・北陸支部・福井県支部

（10）　　 後　援 加賀市教育委員会・能美市教育委員会

（11）　　 協　賛 ミズノ株式会社　ゼット株式会社

　　 　　ブロック長　　      　清水　　勝

北 陸.支 部　　　山 西 　祥 夫

福井県支部　　林　　栄  一 郎

岐阜県支部  　 野 口　 正 晴

大　　　　会　　　　要　　　　項　　　(中学生の部）　 

各支部の予選を勝ち抜いたチームで、9月30日までに連盟登録、スポーツ安全障害保険加入した

日本少年野球連盟　中日本ブロック

平  成   ２４   年   ９   月   吉   日

主管支部長



本大会に関する問い合わせ先

TEL ０７６１－７３－３０４６

FAX ０７６１－７３－０６８２

携帯 docomo ０９０－２１２８－６４１９

携帯 SofutoBank ０８０－４２５８－３３１１

TEL ０７７６－５６－２３００

FAX ０７７６－５６－２３０３

携帯 SofutoBank ０９０－４３２９－５７３６

TEL ０５８－３２７－５２７６

FAX ０５８－３２７－５２７６

携帯 SofutoBank ０８０－３９５１－４７４９

※ 雨天中止でも開会式は行われますので、スポーツセンターでのシュ-ズの管理は各チームでお願い致します。

※ 各会場では禁煙場所が多くありますので、喫煙は必ず決めた場所でお願い致します。

岐阜県支部事務局　 〒501-0211　　瑞穂市生津815-57　　広瀬　　進

福井県支部事務局　 〒910-0134　　福井市上野本町3-16 (株)ケア・サプライ内　寺島　政夫

北陸支部事務局　　　〒922-0862　　加賀市大聖寺錦町15‐66‐9　　中島　善弘



ボーイズリーグ中日スポーツ杯 第7回中日本ブロック選抜大会（中学の部） 大会規定

1 ．1チームの登録選手は11名以上20名以内とする。

2 ．出場選手はその大会の登録日の締め切り日9月30日現在連盟への登録済の者に限る。

3 ．審査証は平成24年度発行のものとする。

4 ．登録選手および登録されたチーム責任者（代表またはそれに代わる責任ある者でチーム責任者証を携帯している

者）、監督、コーチ、マネージャーのみベンチに入ることが出来る。但し、各種登録証（チーム責任者、監督、コーチ）

および審査証（選手）を携帯していない場合は、いかなる場合でもベンチに入れないが、チーム責任者、監督、コー

チは、試合開始までに間にあった場合は、審査のうえベンチ入りできる。また、選手は試合終了までに間にあった

場合は、その時点でベンチ入りを認める。なお、チーム責任者は必ずベンチに入らなければならない。万一、チーム

責任者不在の場合は試合ができない。

5 ．組合せの若番号が1塁側のベンチ、後番号が3塁側のベンチに入る。但し、チーム責任者、監督、コーチは登録証を

携帯すること。

6 ．監督（背番号60）、コーチ（背番号50）は選手と同じユニフォームを着用すること。

7 ．試合開始時刻60 分前に到着し、所定の審査を受け、直ちにオーダー表を5部審判部に提出しなければならない。

8 ．オーダー表交換時に両キャプテンにより、先攻、後攻をジャンケンで決める。

9 ．試合開始予定時刻までにチームがグラウンドに現れないときには、球場責任者と責任審判員が協議して、没収試合を

宣告することができる。

10 ．試合方法など

（1）各試合は7回戦で行い、4回終了をもって正式試合とする。試合成立後は試合開始から2時間を超えた場合、新し

     いイニングには入らない。また、降雨や視界不良などにより試合続行が不可能となった場合、野球規則4.11(b)

　　により勝敗を決する。同点の場合は最終回時点で出場していたメンバー全員の抽選とする。

　　試合成立前に、上記の理由により試合続行が不可能になった場合は、サスペンデットゲームとする。

（2）4回終了時10点差、5回以降7点差の場合、コールドゲームとする。

（3）7回終了後、同点の場合は延長戦に入るが、延長8回（決勝戦は10 回）あるいは試合開始から2時間（決勝戦は

　　2時間20 分）を超えては（どちらか早い方）新しいイニングに入らず、タイブレーク方式を実施する。(競技に関する

　　特別規則「タイブレーク実施細則｣参照）

11 ．(1)投手は同一日に7回を超えて投球することができない。

(2)ダブルヘッダーでは連投を認めるが、投球回数を7回以内とする。

　　例えば、1試合目で5回投げた場合には、次の試合で２回投げることができる。但し、端数回数(0/3 回・1/3 回・2/3

　　回)は切り上げて1回とする。端数回数の0/3 は、新しいイニングに入って一死もとらずに降板した場合を示す。

12 ．（1）監督またはコーチの指示、伝達は1試合で攻撃2回と守備2回の計4回とする。延長またはタイブレークに入った場合

　　は、それぞれ1回の指示伝達を認める。（選手の怪我や交代などの指示、伝達は回数に入らない。）

（2）守備側の投手に対する指示、伝達が3回目となれば、自動的に投手は交代となり、その投手は他の守備位置につい

　　てもよいが、再び投手として登板することはできない。

（3）内野手が2人以上投手のところに行った時も1回に数える。

（4）指示、伝達は審判がタイムを宣告してから「30秒以内」とする。

13 ．1イニングで同一の投手に対して指示、伝達が2回目となれば、自動的に投手の交代となる。その投手は他の守備位置
につくことができるが、同一イニングでは投手として登板することはできない。但し、新しいイニングに入れば、再

として登板することができる。
び投手

14 ．監督、コーチ及び選手は、審判のジャッジに対して、絶対に服従し、抗議することを厳禁する。但し、規則上の疑義申し

出については、監督または問題の当事者のみが審判に説明を求めることができる。この場合「3分以内」に規制する。

15 ．監督またはコーチが投手に指示などをするときは、マウンドのところで行うこと。（ベンチからは駆け足で）

16 ．2塁走者やベースコーチなどが捕手のサインを盗んで、打者にコースや球種を伝える行為を禁止する。

17 ．ボール回しをする時は一回りとし、最終野手は、その定位置から返球する。また、打者が打撃を継続中、塁上で走者

アウトになった場合のボール回しは禁止する。



18 ．投手は走者をアウトにする意思がないのに、無用のけん制球を繰り返すとか、または送球するまねを何度も繰り返す

行為は、試合のスピーディーな進行の妨げになるため禁止する。

19 ．各チームは同色のヘルメット7個以上、捕手の規定防具（マスク、捕手用ヘルメット、プロテクター、レガース、スロート

ガード、ファールカップ）2組備えること。

20 ．ユニホーム、バット、ボール、スパイク、グラブ等は連盟指定業者のものに限る。

21 ．捕手は必ずヘルメットならびに規定防具を試合、練習を問わず着用すること。

22 ．グラウンドの都合で大会トーナメント規定が別に制定された場合は、それに従うこと。

23 ．ベンチ内での携帯電話の使用を禁止する。

24 ．光化学スモッグ発生の場合、試合および選手に対する措置は別に定め、運営委員の指示に従う。

25 ．試合前のシートノックは原則として5分間行うが、当該球場のグラウンド状況や試合終了時間を勘案して、シートノック

を行うか否かは球場責任者が決定するものとする。

参考

野球規則4.11(d)

4.12(a) によりサスペンデットゲームにならない限り、コールドゲームは、球審が打ち切りを命じた時に終了し、その

勝敗はその際の両チームの総得点により決する。

【注】我が国では、正式試合となった後のある回の途中で球審がコールドゲームを宣したとき、次に該当する場合は、

　　サスペンデットゲームとしないで、両チームが完了した最終均等回の総得点でその試合の勝敗を決することとする。

　（1）ビジティングチームがその回の表で得点してホームチームの得点と等しくなったが、表の攻撃が終わらないうち、　

　　　または裏の攻撃が始まらないうち、あるいは裏の攻撃が始まってもホームチームが得点しないうちにコールドゲ

　　　ームが宣せられた場合。

 　(2)ビジティングチームがその回の表でリードを奪う得点を記録したが、表の攻撃が終わらないうち、または裏の攻撃

　　　が始まらないうち、あるいは裏の攻撃が始まってもホームチームが同点またはリードを奪い返す得点を記録しな

　　　いうちにコールドゲームが宣せられた場合。

　(1)　　特別規則

(ｲ）中学生の部は延長8回あるいは試合開始から2時間を超えて(いずれか早い方）、決勝戦は10回あるいは2時間20分

を超えて(いずれか早い方）、両チームの得点が等しい時、以降の回数の攻撃は、一死走者満塁の状態から行うものと

する。

(ﾛ）打者は、前回正規に打撃を完了した打者の次の打順の者とする。

(ﾊ）この場合の走者は、前項による打者の前の打順の者が一塁走者、一塁走者の前の打順の者が二塁走者、そして、

二塁走者の前の打順の者が三塁走者となる。

（ﾆ）この場合の代打および代走は認められる。

　(2)　　チームおよび個人記録

チームおよび個人記録は公式記録とするが、以下に掲げる事項を留意すること。

（ｲ）投手記録

・規定により出塁した3走者は、投手の自責点としない。

・完全試合は認めない

・無安打、無得点試合は認める。

（ﾛ）打撃成績

・規定により出塁した3走者の出塁の記録はないものとする。ただし、盗塁、盗塁死、得点、残塁などは記録する。

・規定より出塁した3走者を絡めた打点、併殺打などは全て記録する。

試合終了後のグランド整備は、両チームの選手が共同で実施すること。



＜試合会場別時間割＞ 平成24年10月27日(土)
1回戦　16試合

試合

① -

② -

③ -

試合

④ -

⑤ -

試合

⑥ -

⑦ -

⑧ -

試合

⑨ -

⑩ -

試合

⑪ -

⑫ -

試合

⑬ -

⑭ -

試合

⑮ -

⑯ -

平成24年10月28日(日) 2回戦・3回戦　12試合
試合

⑰ ボーイズ - ボーイズ

⑱ ボーイズ - ボーイズ

⑲ ボーイズ - ボーイズ

試合

⑳ ボーイズ - ボーイズ

� ボーイズ - ボーイズ

� ボーイズ - ボーイズ

試合

� ボーイズ - ボーイズ

� ボーイズ - ボーイズ

� ボーイズ - ボーイズ

試合

� ボーイズ - ボーイズ

� ボーイズ - ボーイズ

� ボーイズ - ボーイズ

平成24年11月3日(祝土） 準決勝・決勝戦　3試合
試合

� ボーイズ - ボーイズ

� ボーイズ - ボーイズ

� ボーイズ - ボーイズ

０７６１－７２－６８８６

三国運動公園野球場 ０７７６－８２－５５８０

片山津野球場 石川県加賀市潮津町ソ-1 片山津中学校 ０７６１－７４－１１５４

石川県能美市粟生町西７ ０７６１－５８－５９１３

福井県営野球場 福井県福井市福町3-20 ０７７６－３６－１５４２

物見山野球場 石川県能美市来丸町ワ12 ０７６１－５１－６４６０

鯖江西山球場 福井県鯖江町水落1丁目７ 丹南保健センター ０７７８－５１－００３４

出口三重・林福井県支部長　

第１試合 　９：００～１１：００

１４：００～１６：００

２・３回戦 物見山野球場

第２試合 １１：３０～１３：３０

第３試合 １４：００～１６：００

加賀市中央公園野球場 石川県加賀市山田町リ245-2

福井県坂井市三国町運動公園1丁目4-1

準決勝・決勝戦 福井県営野球場

第１試合 　９：００～１１：００

第２試合 １１：３０～１３：３０

主要グランド情報

寺井野球場

八木北陸・福井県支部連盟担当役員

第３試合

第２試合 １１：３０～１３：３０

第３試合 １４：００～１６：００

２・３回戦 片山津野球場 山西北陸支部長　

第１試合 　９：００～１１：００

第２試合 １１：３０～１３：３０

第３試合 １４：００～１６：００

２・３回戦 寺井野球場 鈴木静岡・惣田愛知県東支部長　

第１試合 　９：００～１１：００

Ｅ・Ｘ小牧ボーイズ

第２試合 １３：３０～１５：３０ ドリームス岐阜北ボーイズ 浜松修学舎ボーイズ

２・３回戦 加賀市中央公園野球場   野口岐阜・田上愛知県西支部長　　　

第１試合 　９：００～１１：００

第２試合 １１：３０～１３：３０

第３試合 １４：００～１６：００

1回戦 鯖江西山球場 林福井県支部長　

第１試合 １１：００～１３：００ 鯖江ボーイズ

第２試合 １３：００～１５：００ 愛知瀬戸ボーイズ 白山能美ボーイズ

関ボーイズ

第２試合 １３：３０～１５：３０ イースト三河ボーイズ

愛知尾州ボーイズ

１０：３０～１２：３０

第３試合 １４：４０～１６：４０

１３：００～１５：００

１１：００～１３：００

寺井野球場

稲沢中央ボーイズ

1回戦

岐阜レッズボーイズ伊勢ジャガーボーイズ

第１試合 １０：３０～１２：３０ 名古屋フレンズボーイズ 磐田ボーイズ

第２試合

第１試合

金沢ボーイズ 桑員ブルーナインボーイズ

1回戦 物見山野球場 出口三重県支部長　

若狭高浜ボーイズ

1回戦 福井県営野球場 惣田愛知県西支部長　

第１試合

鈴木静岡県支部長　

第１試合 　９：５０～１１：５０ 名張ワイルドボーイズ

第２試合 １２：２０～１４：２０ 岐阜ビクトリーボーイズ 小松ボーイズ

福井ブレイブボーイズ

岡崎葵ボーイズ

1回戦 三国運動公園野球場 田上愛知県西支部長　

第１試合 １０：３０～１２：３０ スルガマリンボーイズ 三国メジャーボーイズ

第２試合 １３：００～１５：００ 岐阜ボーイズ 刈谷セントラルボーイズ

1回戦 片山津野球場 山西北陸支部長　

三州オーシャンボーイズ

第２試合 １２：００～１４：００ 愛知知多ボーイズ 岐阜東ボーイズ

第３試合 １４：３０～１６：３０ 伊勢ボーイズ 中京エンペラーボーイズ

1回戦 加賀市中央公園野球場 野口岐阜県支部長　

第１試合 　９：３０～１１：３０ 加賀ボーイズ
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