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なお、各市郡の参加チーム数は、以下のとおりとする。

①３チーム …大分市、 佐伯市

③１チーム … 豊後高田市・由布市・日田市・玖珠郡・豊後大野市

※参加チーム数は、前年度各市郡大会の参加チーム数及び県協会登録チーム数により決定した。

７．チーム編成 　  (1) 監督１名、選手25名以内とする。

８．試合方法       (1) 2017年度   (公財)日本ソフトボール協会オフィシャルルールを準用する。

  (7) 満60歳以上の男子投手の投球距離は13.11ｍとする。   なお投手板は設置しない。

実施要項

＜次ページにつづく＞

                       (10) 打者・走者・次打者・ベースコーチは両耳当て付きヘルメットを着用すること。
                             また、捕手は捕手用ヘルメットを含む、規定の保護具を着用すること。
                       (11) Ａ級登録選手(過去３年以内の在籍者を含む)・女子選手は、投手として登板することは
　　　　　　　　　　　　　　　できない。

                       (12) 繰下げ選手を先発起用する場合、打順表のＵＮ欄に、本来のＵＮとその下に「(00代)」
                             と併記し、当該選手が繰下げ選手であることを明確にすること。

                             また、繰下げ選手を交代起用する場合、その旨を球審に必ず通告すること。

2017年８月26日(土)・27日(日)（予備日＝９月2日(土)・3日(日)

６．参加資格       (1) 2017年度に各市郡で開催された、早朝・夕暮れ・ナイターソフトボール大会において、
　　　　　　　　　　　　　本大会への出場権を獲得したチームであること。

　　　　　　　　　　　 (2) 各市郡代表として参加するチームは、各市郡大会関係者の総意を得たチームであること。
　　　　　　　　　　 　(3) 高校生以下(1999年(平成11年)４月２日以降に生まれた者)の参加は認めない。

　　　　　　　　　　　　　監督が選手を兼ねる場合は選手25名以内に含め、申込書選手名欄に再掲すること。
　　　　　　　　　　 　 (2) 当該市郡の在住者の中から、５名を上限として選手の補強を認める。

　　　　　　　　　　 　 (3) 2017年４月１日現在の満年齢で、30歳未満の男子選手は20番代、30歳以上40歳未満の男
　　　　　　　　　　　　　子選手は30番代、40歳以上50歳未満の男子選手は40番代、50歳以上60歳未満の男子選手
　　　　　　　　　　　　　は50番代、60歳以上の男子選手は60番代、女子選手は年齢を問わず10番代の、いずれも
　　　　　　　　　　　　　重複しないユニフォームナンバー(ＵＮ)で、大会参加申込(エントリー)を行う。

                  　     (5) 20番代＝２名・30番代＝２名・40番代＝２名・50番代以上＝１名・10番代＝２名を「常
                              時出場選手」としなければならない。

                　       (6) 高位年代者は「低位年代層の選手(繰下げ選手)」として出場できる。
                      　     繰下げ選手は、当該試合のみ、繰り下げた年代の選手として扱う。

　　　　　　　　　　　　 ②２チーム … 中津市・宇佐市・国東市・杵築市・速見郡・臼杵市・津久見市・竹田市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別府市（開催地枠含む）

 　　　　　　　　　　 　(4) 監督は赤色リボン、主将は青色リボンを左肩に縫いつける。
　　　　　　　　　　　　　リボンは容易に確認できるサイズとする。

第41回 大分合同新聞社旗争奪 早朝・夕暮れ・ナイターソフトボール中央大会

                      (13) 選手の交代は、同一番代の選手同士でしか認められない(繰下げ選手は繰下げ後の番代)。
                         　    またＤＰ・ＦＰについても、先発・交代とも同一番代の選手同士でなければならない。

                        (8) ﾕﾆﾌｫｰﾑの上着は、ﾁｰﾑで統一すること。   またＵＮは胸部にも付けることが望ましい。
                        (9) 金属・セラミックスパイクは使用できない。

別府市野口原総合運動場ソフトボール場A・B、野球場A・B

大分合同新聞社・大分県ソフトボール協会
別府市ソフトボール協会
別府市　　別府市教育委員会　　別府市体育協会　　（一財）別府市綜合振興センター

                        (2) 指名選手(DP・FP)制・再出場(RE)制・故意四球(IB)・ﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰﾗﾝﾅｰ(TR)制を採用する。
                        (3) トーナメント方式で行う。

                        (4) ７回または70分の「回数・時間制限併用制」とする。

                              ５回以降７点以上の得点差がついた場合のみ、得点差コールドゲームを適用する。
                        (5) ７回又は制限時間経過後同点の場合、抽選により勝敗を決する。
                              決勝戦において、７回又は制限時間経過後同点の場合、次イニングから２イニング限り
                               のタイブレーカーで試合を続行、それでも同点の場合は抽選により勝敗を決する。

                        (6) 試合をリードしている後攻チームの攻撃中に制限時間が到来した場合は、その時点では
                                試合を終了せず、打撃中の打者の「打席完了」をもって試合終了とする。



※チームのメンバーは、試合中競技に携わる時以外ベンチを離れてはならない。

９．申込方法       (1) 申込用紙に必要事項を記入し、「参加申込書」２部を下記宛てに郵送すること。

【申込先】

11．申込期限       2017年８月３日(木)、申込先必着 。

12．監督会議       2017年８月５日(土) 10時から、下記において監督会議及び公開組合せ抽選会を行う。

大分合同新聞社   会議室       TEL：０９７－５３８－９６４７

14．表     彰       (1) 優勝チーム・準優勝チーム・第３位チームを表彰する。

午前６時以降の降雨については、現地で判断する。

16．そ の 他        (1) 小雨決行とする。   悪天候などで開催が危ぶまれる場合、当日午前６時に開催の可否を
                              決定するので、各チームの連絡責任者は上記申込先に問い合わせること。

                         (2) 大会運営上、主催者側において試合開始予定時刻を早めるなど変更することがあるので、
                              それに対応できるよう準備すること。

                         (3) 無通告で棄権したチームは、ペナルティとして次年度の当大会に参加できない。
                             なお、やむを得ず棄権する場合は、試合前日までに必ず通告すること。

【振込先】

                         (2) 申込先への「持ち込み」による申し込みは避けること。
                         (3) 申込書選手名欄の記名は、ＵＮの若い順に記載すること。

         ・抽選会       参加チームの監督もしくは代表者は必ず出席すること。
                             大分市府内町３丁目９-１５

13．開 会 式       2017年８月26日(土) 08時30分から別府市野口原総合運動場ソフトボール場Aにおいて行う。
                        なお開会式参加チームは、１回戦を行うチームとする。
                        その他のチームについても、可能な限り参加をお願いする。

15．傷害措置      (1) 選手が試合中に負傷した場合、主催者は応急処置のほかは一切責任を負わない。
                         (2) 選手はスポーツ傷害保険に加入すること。

                      　(14) 試合時間は、球場本部による計時を公式のものとする。   試合中にチーム関係者などが
                          　  球場本部を訪れ、試合開始時刻や経過時間を問い合わせても、球場本部は回答しない。

                   　  (15) 雷鳴時は即刻試合を中断し、避難する。   再開までの時間は「中断時間」とし、試合制
                        　   限時間に含めない。   試合再開は、程度により球場審判主任が判断する。

                     　(16) 試合球は、ナガセケンコー㈱製の「JSA検定 ゴム３号球」を使用する。
                              バットは「JSA検定 ３号バット」を使用すること。

大分みらい信用金庫　南支店
名義 別府市ソフトボール協会 福島 知克 ベップシソフトボールキョウカイ フクシマ　トモカツ
預金種目：普通預金 口座番号：0090658

以   上

10．参 加 料       金13,000円。   下記宛てに振込納付すること。
　　　　　　　　　　　なお大会中止の場合以外、払戻しをしない。

     〒874-0835   別府市実相寺1-6
                         別府市ソフトボール協会 事務局    下郡　由華
           Tel(自宅)・Ｆａｘ …0977-25-4365       Tel(携帯) … 080-2734-7660



                       (10) 打者・走者・次打者・ベースコーチは両耳当て付きヘルメットを着用すること。
                             また、捕手は捕手用ヘルメットを含む、規定の保護具を着用すること。
                       (11) Ａ級登録選手(過去３年以内の在籍者を含む)・女子選手は、投手として登板することは
　　　　　　　　　　　　　　　できない。

                       (12) 繰下げ選手を先発起用する場合、打順表のＵＮ欄に、本来のＵＮとその下に「(00代)」
                             と併記し、当該選手が繰下げ選手であることを明確にすること。

                             また、繰下げ選手を交代起用する場合、その旨を球審に必ず通告すること。

2017年８月26日(土)・27日(日)（予備日＝９月2日(土)・3日(日)

６．参加資格       (1) 2017年度に各市郡で開催された、早朝・夕暮れ・ナイターソフトボール大会において、
　　　　　　　　　　　　　本大会への出場権を獲得したチームであること。

　　　　　　　　　　　 (2) 各市郡代表として参加するチームは、各市郡大会関係者の総意を得たチームであること。
　　　　　　　　　　 　(3) 高校生以下(1999年(平成11年)４月２日以降に生まれた者)の参加は認めない。

　　　　　　　　　　　　　監督が選手を兼ねる場合は選手25名以内に含め、申込書選手名欄に再掲すること。
　　　　　　　　　　 　 (2) 当該市郡の在住者の中から、５名を上限として選手の補強を認める。

　　　　　　　　　　 　 (3) 2017年４月１日現在の満年齢で、30歳未満の男子選手は20番代、30歳以上40歳未満の男
　　　　　　　　　　　　　子選手は30番代、40歳以上50歳未満の男子選手は40番代、50歳以上60歳未満の男子選手
　　　　　　　　　　　　　は50番代、60歳以上の男子選手は60番代、女子選手は年齢を問わず10番代の、いずれも
　　　　　　　　　　　　　重複しないユニフォームナンバー(ＵＮ)で、大会参加申込(エントリー)を行う。

                  　     (5) 20番代＝２名・30番代＝２名・40番代＝２名・50番代以上＝１名・10番代＝２名を「常
                              時出場選手」としなければならない。

                　       (6) 高位年代者は「低位年代層の選手(繰下げ選手)」として出場できる。
                      　     繰下げ選手は、当該試合のみ、繰り下げた年代の選手として扱う。

 　　　　　　　　　　 　(4) 監督は赤色リボン、主将は青色リボンを左肩に縫いつける。
　　　　　　　　　　　　　リボンは容易に確認できるサイズとする。

                      (13) 選手の交代は、同一番代の選手同士でしか認められない(繰下げ選手は繰下げ後の番代)。
                         　    またＤＰ・ＦＰについても、先発・交代とも同一番代の選手同士でなければならない。

                        (8) ﾕﾆﾌｫｰﾑの上着は、ﾁｰﾑで統一すること。   またＵＮは胸部にも付けることが望ましい。
                        (9) 金属・セラミックスパイクは使用できない。

                        (2) 指名選手(DP・FP)制・再出場(RE)制・故意四球(IB)・ﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰﾗﾝﾅｰ(TR)制を採用する。
                        (3) トーナメント方式で行う。

                        (4) ７回または70分の「回数・時間制限併用制」とする。

                              ５回以降７点以上の得点差がついた場合のみ、得点差コールドゲームを適用する。
                        (5) ７回又は制限時間経過後同点の場合、抽選により勝敗を決する。
                              決勝戦において、７回又は制限時間経過後同点の場合、次イニングから２イニング限り
                               のタイブレーカーで試合を続行、それでも同点の場合は抽選により勝敗を決する。

                        (6) 試合をリードしている後攻チームの攻撃中に制限時間が到来した場合は、その時点では
                                試合を終了せず、打撃中の打者の「打席完了」をもって試合終了とする。



16．そ の 他        (1) 小雨決行とする。   悪天候などで開催が危ぶまれる場合、当日午前６時に開催の可否を
                              決定するので、各チームの連絡責任者は上記申込先に問い合わせること。

                         (2) 大会運営上、主催者側において試合開始予定時刻を早めるなど変更することがあるので、
                              それに対応できるよう準備すること。

                         (3) 無通告で棄権したチームは、ペナルティとして次年度の当大会に参加できない。
                             なお、やむを得ず棄権する場合は、試合前日までに必ず通告すること。

                         (2) 申込先への「持ち込み」による申し込みは避けること。
                         (3) 申込書選手名欄の記名は、ＵＮの若い順に記載すること。

         ・抽選会       参加チームの監督もしくは代表者は必ず出席すること。
                             大分市府内町３丁目９-１５

13．開 会 式       2017年８月26日(土) 08時30分から別府市野口原総合運動場ソフトボール場Aにおいて行う。
                        なお開会式参加チームは、１回戦を行うチームとする。
                        その他のチームについても、可能な限り参加をお願いする。

15．傷害措置      (1) 選手が試合中に負傷した場合、主催者は応急処置のほかは一切責任を負わない。
                         (2) 選手はスポーツ傷害保険に加入すること。

                      　(14) 試合時間は、球場本部による計時を公式のものとする。   試合中にチーム関係者などが
                          　  球場本部を訪れ、試合開始時刻や経過時間を問い合わせても、球場本部は回答しない。

                   　  (15) 雷鳴時は即刻試合を中断し、避難する。   再開までの時間は「中断時間」とし、試合制
                        　   限時間に含めない。   試合再開は、程度により球場審判主任が判断する。

                     　(16) 試合球は、ナガセケンコー㈱製の「JSA検定 ゴム３号球」を使用する。
                              バットは「JSA検定 ３号バット」を使用すること。


