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[第３７回 市Ｐ連スポーツ大会実施要綱] 

 

1 主催  浦安市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会 

 

2 後援  浦安市教育委員会、浦安市体育協会、浦安市ソフトボール協会 

浦安市トリムバレー協会、 

関東地方郵便局長会・局長協会（女子ソフトボール共催） 

 

3 目的  ＰＴＡ活動のより一層の推進を図るため、会員の健康増進と親睦を深めることを 

目的とする。 

 

4 開催日 平成２９年９月１８日（月・祝）午前９時開会式 

 

5 場所  浦安市運動公園総合 体育館・多目的グラウンド、 

  今川球技場、見明川中学校、美浜中学校 

大会本部：総合体育館 

 

6 種目およびチーム数 

○ソフトボール ：男子１８チーム・女子１２チーム 

○トリムバレー ：混合３０チーム・女子２３チーム 

 

7 タイムスケジュール 

  

 6：00  荒天時開催中止の決定・連絡（市Ｐ連ホームページ掲載） 

 8：00  ソフトボール試合開始 

 8：45  トリムバレー実行委員集合、体育館開場、選手整列 

 9：00  開会式（体育館メインアリーナ） 

 9：50  トリムバレー試合開始 

 

 16：30  ソフトボール閉会式（多目的グラウンド） 

   ※試合進行状況に合わせ変更あり 

 18：00  トリムバレー閉会式（体育館メインアリーナ） 

   ※試合進行状況に合わせ変更あり 
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8 開会式次第   

（１） 開会の言葉 市Ｐ連副会長 

（２） 会長挨拶 市Ｐ連会長 坂巻 直樹 

（３） 優勝旗・優勝杯返還 

  ソフトボール： 男子 女子 

  トリムバレー： 男子 混合 女子  

 

（４） 来賓挨拶 浦安市長    内田 悦嗣  様 

  浦安市議会議長 西川 嘉純  様 

（５） 来賓・実行委員紹介 

（６） 選手宣誓 ソフトボール 男子代表 

  トリムバレー 男子代表  

     女子代表  

（７） 閉会の言葉 市Ｐ連副会長 

 

 

 

9 閉会式次第 ※各競技終了次第行う 

（１） 開会の言葉  

（２） 成績発表   

（３） 優勝旗・杯等授与 市Ｐ連会長 坂巻 直樹 

（４） 閉会の言葉  
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ソフトボール 実施要項 
 

 

1. 期  日 ： 平成２９年９月１８日（月・祝） 

2. 会  場 ： 【男子】浦安市運動公園多目的グラウンド、今川球技場 

 【女子】見明川中学校、美浜中学校 

3. 参加チーム：男子１８チーム・女子１２チーム 

4. 組み合わせ：以下ページ参照 

5. 試  合 ：  

男子：トーナメント戦 第１試合開始予定時刻  8：00 ※今川球技場は 9：00 

 第２試合開始予定時刻  9：00 ※  〃  は 10：00 

 第３試合開始予定時刻 10：00 ※  〃  は 11：00 

 第４試合開始予定時刻 11：00 ※  〃  は 12：00 

 第５試合開始予定時刻 12：00 ※  〃  は 13：00 

 第６試合開始予定時刻 14：00 (男子準決勝) 

  第 7試合開始予定時刻 15：00 (男子決勝) 

 

女子：予選リーグ戦 第１試合開始予定時刻  8：00 

 第２試合開始予定時刻  9：00 

 第３試合開始予定時刻 10：00 

女子：決勝トーナメント戦  第１試合開始予定時刻 13：00 (女子準決勝) 

 第２試合開始予定時刻 15：00 (女子決勝) 

 

6. 審  判 ：男子の１・２回戦の試合は、球審・塁審を指定チームが担当。 

準決勝以降は、浦安市ソフトボール協会審判部公認審判員が球審、塁審を担当。 

        女子の予選リーグの試合は、球審を浦安市ソフトボール協会審判部公認審判員が球審を担当。 

決勝トーナメント以降は、浦安市ソフトボール協会審判部公認審判員が球審、塁審を担当。 

 

7. 表  彰 ：優勝、準優勝、第３位（２チーム）を表彰 

8. 中止の連絡：悪天候の際の開催の是非は、6：00に実行委員長らが協議の上決定し、連絡 

9. チーム編成：選手登録の人数に枠は設けない 

10. 審 判 校：○球審・塁審、ボール拭き、得点板記入、試合進行補助全般 

 ○次試合審判校への引継ぎ、会場責任校への結果報告 

11. グラウンド整備：男子は、敗者チームが試合終了後のグラウンド整備を担当 

          女子は、当該試合の審判校チームがグラウンド整備を担当 

12. ゴ  ミ ：お弁当や飲料容器などのゴミは必ず持ち帰ること 

13. 飲酒･喫煙 ：運動公園は指定喫煙場所のみ喫煙可。 

学校敷地内での喫煙は禁止。飲酒は全ての会場において禁止。 
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 [試合上の注意及びルール] 

 

1. 競技規則   ソフトボール・ルール(抜粋版)と実行委員会の決定による。 

 

2. チーム人数 ・試合開始時にプレイヤーが１０人揃っていないチームは不戦敗。 

・試合開始後に怪我等で１０人未満になった場合、男子は勝ち進む権利 

がなくなる。  

・女子は 10名に満たない場合であっても、親睦のため、試合続行は認める。 

但し、勝ち進んだ場合でも次の試合開始時に 10人そろっていない場合は、不戦敗。 

 

3. 試合方法 ・男子はトーナメント方式 

・女子は予選リーグの各１位校による決勝トーナメント方式 

予選リーグで終了時に３チームが１勝１敗で並んだ場合は以下の 

条件で１位を決定する。 

① 得点、②総失点、③代表５人によるジャンケン 

 

4. 選手の集合時間 試合開始予定時刻の３０分前までに当該グラウンドに集合。 

 

5. 制限時間  ・1試合原則７回、制限時間は５０分とする。 

・試合開始より５０分を経過して次のイニングに入らない。 

・制限時間内に７回を終了して同点の場合は可能な範囲で延長イニングを実施する。 

タイブレークは適用しない。 

・トーナメントで後攻チームが勝っている場合、後攻チームの攻撃中に制限時間を経 

過した時点で試合終了とする。（リーグ戦の場合は、総得点、総失点で公平性を確保 

するため、そのイニング終了まで実施する） 

 

6. 同点の場合 ・制限時間終了時同店の場合は、チームの代表者（登録メンバー） 

５人ずつのジャンケンで勝敗を決める。 

 

7. オーダー表 ・各チームに配布されるオーダー用紙を使用。必要事項を記入し、次 

試合開始前（前試合終了後速やかに）当該試合の審判校に提出。 

 

8. フィールディング ・時間の関係上キャッチボール程度とする。駐車場での練習は厳禁。 

（試合前の練習）   

 

9. 攻守交代、選手交代 

・全て駆け足で敏速に行うこと。選手の交代については監督の申請によるものとする。 

 

10. ボールとバット 

・３号ゴムボール(ナイガイ)３号バットを使用する。野球バットは使用できない。 

 

11. 競技用具の点検 

・塁審が点検する。規格外用具は試合終了時まで会場責任校が預かる。 



- 7 - 

13.服装  ・自由。但し背番号は着けること。 

・背番号は１番から９９番までとし、選手名簿と一致させる。 

・ヘルメットは安全を考慮し、極力着用する。 

・捕手は必ずマスクを着けること。 

レガースを所持しているチームは着用すること。 

女子は原則としてプロテクターを着用すること。 

・スパイクは金具のものは使用を禁止する。 

・男子は必ず帽子を着用すること。 

・ビブスは可（ただし、ゆったりしているものは不可） 

 

12. 監督・コーチ 

・監督は選手を兼任できる。 

・男子監督・コーチは現役ＰＴＡに限る。（一部例外あり） 

・女子監督・コーチはＯＢ・ＯＧ、男子選手の兼任も可とする。（一部例外あり） 

・コーチ登録は無くてもよい。 

 

15.抗議  ・審判員の判断に基づく判定に対しては、抗議することは許されない。 

        但し、ルール上の疑義等については監督及びコーチに限りこれを質すことが 

できる。 

 

16.応援  ・応援は品位を汚さぬようにし、卑劣なヤジは禁止する。 

 

17.その他については、審判員の指示に従う。 
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トリムバレー要項 

 

１．期 日    ： 平成 29年 9月 18日（月･祝） 

 

２．会 場    ： 浦安市運動公園総合体育館（メインアリーナ） 

 

３．参加チーム 

・参加単Ｐ  ： 19校 、内、市Ｐ連未加盟校の参加はなし 

・参加チーム： 46チーム、 内、男子の部： 0、混合の部：30、 女子の部：23 

* 混合は、男女各２名以上がコート内に入るように、チームを編成する 

 

４．試合形式 

 予選形式 決勝形式 3位決定戦 勝敗方法 

男子 ― ― ― ・ラリーポイント制 

・１５点先取、デュースなし 

・３セットマッチ、２セット先取 

・３セット目は８点目でコートチェンジ 

混合 リーグ戦 トーナメント戦 なし 

女子 リーグ戦 トーナメント戦 なし 

・予選リーグは、同じ学校のチームが当たらないようブロック枠を調整する 

・決勝トーナメントは、各ブロックの１位チームが進出、予め作成した対戦表に従う 

 

５．対戦表   ： トリム対戦表の項を参照 

 

６．審 判   ： 各チームが組み合わせ表に従い担当する 

* ルールは、トリムバレー競技規則に準ずるが、「パッシング・ザ・センターラインの判定」だけが違う 

トリム協会：「センターラインを踏んではならない」、市Ｐ連トリム：「センターラインを踏み越えなければ OK」 

 

７．表 彰   ： 優勝、準優勝、第 3位は「混合・女子２チーム」を表彰する 

 

８．出場規定 

・１チームに登録できる選手の数は、無制限とする 

・選手とは、決められた期日まで登録し、各単Ｐのスポーツ保険に加入した者とする 

・選手が所属できるのは１チームとし、２以上のチームに重複して登録はできない 

 

９．体育館使用上の注意 

・競技フロアーは土足厳禁、必ず室内シューズを履く 

・競技フロアーでの飲食は、スクイーズボトルで水分補給することを除き全て禁止（ペットボトルも禁止） 

・大会当日に排出されたゴミは、館内のゴミ箱に捨てないで、全て持ち帰る 

・大会終了後、各自で館内の清掃を行う 

・これらの注意事項を、選手および応援者に対し周知する 
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試合運営上の注意 

１．円滑な進行 

（１）試合開始時間 

・プログラムの開始時間は目安であり、これに従うものではないため、前の試合が終了した後、原則として引き続いて

次の試合を開始する。このため、次に出場するチームと審判は、試合の進行状況に従い準備し、試合が終了した後、

直ちにコートに集合する。 

・対戦チームや審判の集合が遅れている場合、改善を相互に注意する。 

（２）練習時間 

・全てのチームは初戦に限り、準備運動を行うため、合同練習を２分間実施する。 

（３）試合の進行 

・試合進行に係わる、試合開始の準備、コートチェンジ、選手交代、作戦タイムは、トリム協会ルールに従う。 

・選手の交代は、各チームのキャプテンが主審又は副審に口頭で行う。 

 

２．審判の判定 

（１）審判員の判定に対し、キャプテンに限り「質問」することができる。但し、「反論、抗議」は、一切認めない。 

（２）主審から２度の警告を受けたチームは、相手チームへ１点加点する。 

（３）試合中、試合後も含め、審判及び相手チームを中傷する言動は、選手及び応援者も含め厳禁とする。 

（４）相手チームがファールを犯しても、主審または副審の笛がなければプレーは継続する。ボールデッドの笛が鳴る前

に選手がボールを止めた場合は、ファールとする。 

 

３．審判 

（１）主審及び副審の笛は、必ず大きな音となるように吹く。 

（２）主審は判定に不安がある場合、副審または線審を呼び、確認をとってから確定する。 

（３）危険防止のため、試合球以外のボールがコートに入った場合、線審は、旗を振り主審・副審に伝え、主審・副審は速

やかにプレーを止め、ノーカウントとする。 

（４）試合終了後、得点係がスコアシートを作成する。対戦した両チームのキャプテンは記載内容を確認、承認する。 

（５）得点係は、本部前のリーグ対戦表に記載し、結果表は大会本部まで提出する。 

 

４．順位の決定 

予選リーグで勝敗が同率の場合は、①得失セット数 ②得失点差 ③ジャンケン の順で決定する。 

 

５．服装 

（１）服装の指定はない。 

（２）各チームのキャプテンは、各校で準備したキャプテンマーク、リストバンドやはちまきなど、審判が容易に見分けるこ

とができるものを身に付ける。 

 

６．後片づけ 

各コートの最終試合に出場したチームは、ネット等の後片付けを行う。 

 

７．緊急事態への対応 

試合中に重大なケガ等の事故が発生した場合、審判の判断で試合を中断し、速やかに大会本部（看護士常設）へ報

告する。必要に応じ、対応可能な方への応援を要請したり、周囲の試合を中断させたりする。 
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諸注意 

 

1. 駐車台数の制限はいたしませんが、一般の市民の方々（ＰＴＡ以外）も多数 

 駐車されると思われますので、できるだけ乗り合いでお願いします。 

2. 自転車は必ず駐輪場に止めてください。 

3. 観客席の清掃は、各単Ｐで責任をもって行い、お弁当や飲料容器などのゴミ 

 は必ずお持ち帰りください。ゴミが残っていた場合、こちらからご連絡の上、 

 確認の為、再度お集まりいただく場合がございますことを、ご了承ください。 

 （ゴミ袋は各単Ｐで用意してください） 

4. 球場より体育館・管理事務所等へ移動する際の靴のドロ等は落とすように 

 お願いいたします。 

5. 運動公園は指定喫煙場所のみ喫煙可です。学校敷地内での喫煙は禁止です。 

6 飲酒は全ての会場において禁止です。 

7. 救急用品は事務局でも準備しますが、各単Ｐでも最低必要品は用意してください。 

  

 その他、何かありましたら必ず大会本部までご連絡ください。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近、荷物の置き引きが発生しております。 

荷物は置きっ放しにせず、貴重品の保管には事務所前または更衣室

のロッカーをご使用ください。 


