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世⽥⾕区軟式野球連盟 

2022 年度⼀般部⼤会運営基本⽅針 

 
 
 
新型コロナウイルス感染症まん延防⽌等重点措置により 2022 年度主将会議は中⽌となりましたので、 
会議でお伝えする内容をホームページに掲載します。 
今年度の⼤会運営に関する基本⽅針で多岐にわたる内容となりますので、お⾒落としのないようご確認
ください。 
この基本⽅針は来年度の主将会議まで継続いたします。お知らせもなく途中で変更することは 
ありません。 
やむを得ず⽅針を変更する場合は、ホームページに掲載しお知らせします。 
 
 
 
 
 

⽬次 
1． はじめに 
2． 連盟からのお知らせ、ご案内、問い合わせについて 
3． 2022 年度注意事項 
4． 新型コロナウイルス感染症対策について 
5． 駐⾞場利⽤について 
6． 今年度の⼤会について（⼤会、球場、試合⽅式） 
7． ⽇程について（ゴールデンウィークの⽇程、⼤会のない⽇、順延） 
8． 当⽇登録について 
9． 天候判断、熱中症予防対策について 
10． ⾒舞⾦について 
11. 審判員・事務担当員募集 

  



 2 

1． はじめに 

 
世⽥⾕区軟式野球連盟 

会⻑ 畠⼭ 晋⼀ 
 
新型コロナウイルス感染症の対策に奮闘される⽇々が続くなか、皆さま⼀⼈⼀⼈が新たな過ごし⽅を⼯夫し、
様々な状況を改善して乗り越えて新しい年を迎えられたことが、まずはともに祝いたいです。 
今年も⽬に⾒えないウイルスとの闘いに打ち克つ為に、先ずは⾃分⾃⾝の⼼⾝を良い状態にしておくことが第
⼀優先です。ワクチン接種をはじめ感染防⽌対策の三本柱⼿洗い、嗽、アルコール消毒とともに免疫⼒の鍛錬
が⼤事です。その免疫⼒を⾼める為には様々な⽅法があります。腸内環境を整える、睡眠を⼗分にとる、体を
温める、よく笑い、楽観的になる、ストレスを解消する、栄養バランスのとれた⾷事を摂る、そして適度な運
動をすることです。その適度な運動がまさにキャッチボールをはじめグラウンドで⽩球を追って打って、⾛っ
て、守る野球が最⾼の免疫⼒を強化する運動なのです。 
今年は、⼗⼲⼗⼆⽀の「壬寅（みずのえとら）」です。これは、「冬が厳しいほど春の芽吹きは⽣命⼒にあふれ、
華々しく⽣まれること」を表しているそうです。 
春の来ない冬はありません。厳しい状況が続く中にあるからこそ、危機を乗り越えた先の未来がその分明るい
ものとなるよう、厳しい状況下での野球環境の充実の為に連盟全員で⼒を合わせて務めて参ります。 
どうぞ宜しくお願い致します。 
 
 
 

世⽥⾕区軟式野球連盟 
理事⻑ 宇⽥川 武男 

 
⽇頃、連盟の運営に御協⼒賜り誠に有難うございます。 
昨年も新型コロナウィルスの影響がありましたが、当連盟では畠⼭会⻑、⾏政の指導のもと、感染防⽌対策
などを実施して⼤会の運営に努めてまいりました結果、1 部、２部、３部の夏季⼤会決勝戦のみ越年しまし
たが、その他の⼤会は無事終了したことを報告させて頂きます。 
暗いニュースが続く中で７⽉には東京オリンピックが開催され⽇本代表チームが野球競技で⾦メダルを獲得
し、野球のファンのみならず国⺠全体に熱い感動を与えてくれました。 
１０⽉には天皇賜杯第７６回全⽇本軟式野球⼤会が東京都内の８会場で開催され、地元の駒沢オリンピック
公園総合運動場硬式野球場では⼆⽇間にわたり熱戦が繰り広げられました。 
当連盟の役員・審判員も運営に携われたことは今後、連盟の運営に⼤いに役⽴つことと思います。 
今⼤会に於いて東京都代表のキャプティが準優勝、ゴリラクリニックベースボールはベスト４と健闘し、東
京のレベルの⾼さを再認識しました。 
当連盟では、審判員の⾼齢化に伴い「チーム審判員制度」を昨年から採⽤し、塁審を各チームから選出して
頂いています。今年も実施致しますのでご協⼒をお願い致します。 



 3 

2．連盟からのお知らせ、ご案内、お問い合わせについて 

 
1. 連盟からのお知らせ・ご案内 

今年度も連盟からのお知らせ、ご案内はすべてホームページに掲載いたします。 
連盟から郵送、メールでのお知らせ、ご案内はしません。 
ホームページに掲載と同時に Twitterで発信いたします。 
Twitter連盟公式アカウントを登録されていますと通知されます。（要設定） 
個別のチームに関わる連絡については、メール、SMS（ショートメッセージ）で連絡します。 
今年度、事前登録を提出されていないチーム、記載に不備があるチームは連絡が取れない 
場合があります。ご了承ください。 
 

2. 年度登録、王座決定戦のご案内時期 
年度登録のご案内は、１２⽉中旬にホームページに掲載します。 
年度登録のご案内は、いかなる状況でも１２⽉中には必ず掲載します。 
郵送、メールはいたしません。お⾒落としのないようお願いいたします。 
 
王座決定戦の募集時期は、各クラス秋季⼤会ベスト 8が出揃う時期にご案内を掲載いたします。 
王座決定戦の出場チームは、各クラス 3 位以内及び連盟推薦となります。 
出場該当チームにご連絡いたします。 
 

3. 試合当⽇のお問い合せ 
試合当⽇の連絡は⼀般部携帯電話（⼤会開催⽇以外繋がりません）におかけください。 
試合⽇当⽇の予定についてメールで問い合わせされてもお答えできません。 
試合当⽇連絡先：０７０−３１８５−４７７８（９時〜１６時） 
 

4. 連盟へのお問い合せ 
お問い合せはメールまたは LINEでお願いいたします。 
件名に登録クラス、チーム名を明記してください。 
返信がない場合、迷惑メールフォルダの中をご確認ください。携帯各社のメールアドレスの⽅は、 
着信設定を確認してください。特に auのメールアドレスの⽅はお気をつけください。 
 

ｉｐｐａｎ．ｚｉｍｕ＠ｓｂｂｌ．ｔｏｋｙｏ （事務局 川久保繁樹） 
 
世⽥⾕区軟式野球連盟⼀般部の LINE公式アカウントでもお問い合せができます。 
友達追加で検索してください。（@をつけて検索しないと表⽰しません） 
 

@272wlsbv （LINE 公式アカウント） 
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３．2022 年度注意事項 

 
1． メンバー表の照合は 4 部提出し照合印を受けてください。本部で照合すること。 

対戦チーム、チーム控え、球審、本部控え 
2． チーム審判員制度の採⽤ 

連盟の公認審判員の⾼齢化、⼈員減少に伴い、今後も従来とおりに連盟の公認審判員による３⼈制
システムを維持することが難しくなってきています。 
連盟としては審判員の募集・育成を進めておりますが、⼀般部では３⼈制システムの維持と共に公
認審判員の育成、連盟全体の底上げを⽬指し、今年度も『チーム審判員制』を採⽤し、連盟が主催す
る試合は、球審は連盟公認審判員が担当しますが塁審についてはチームの皆さんに担当して頂くこ
ととします。 
 
① 具体的には、⼀般部は「勝ち審」制とし、第１試合は連盟の公認審判員（３⼈）で 

試合を務めますが、第２試合以降、球審は連盟の公認審判員とし、塁審は前の試合の勝ちチーム
から塁審２名に出ていただくこととします。 
壮年部は引き分けの場合代表者各 1名でジャンケンをし、負けたチームより審判員を派遣してく
ださい。 
最終試合のチームは、審判員に出ていただく必要がありません。 
但し、準決勝戦以降の試合は全て連盟公認審判員が務めます。 

② 当該試合で審判を務めない連盟公認審判員は、試合中は控え審判員、指導員として 
チーム審判員をサポートし、攻守交代の間などで助⾔、指導を⾏います。 

③ 派遣いただく塁審の⽅については、できれば連盟が開催する審判技術講習会への 
受講者が望ましいが本年度は義務付けしません。 

④ 服装などについては以下のようにお願いします。 
連盟公認審判員と同じ服装である必要はありませんが、出来ればパンツはグレー、紺⾊を推奨し
ます。 
連盟公認の審判帽⼦でなくとも構いませんが帽⼦は着⽤してください。 
ユニフォームでも可としますが、上着は脱いでいただき、パンツはユニフォームでも可とします。 
秋・冬など寒い時期や⾬天時はグラウンドコート着⽤を認めます。 
短パン、サンダル履きなど審判をするには不向き、危険と思われる服装は認めません。 

⑤ 審判を担当してくださった⽅には、謝⾦ 1,000円をお渡しします。 
⑥ 不戦勝の場合も適⽤とします。 

 
3． 壮年部⼤会⽅式 
壮年部はリーグ戦での開催とします。 
リーグ戦は１ブロック 6 チーム 5 試合制とし、5 チームのブロックでも全 5 試合とします。 
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4． ⼀般部試合⽅式 
2021 年度世⽥⾕区軟式野球連盟⼤会の試合時間は１時間３０分を超えて新しいイニングに⼊らない
とします。 
試合は７イニングとし延⻑戦は⾏わずタイブレ−ク⽅式（特別延⻑戦）にて勝敗を決する。 
＊詳細は、令和 4 年度⼤会規定・試合時間制規定を参照してください。 
 

5． 2022 年度⼤会規定・試合細則⼀部改正 
1 ⼤会規定（総則） 
(1)各チームは試合開始 30分前に⼤会本部（⼆⼦⽟川緑地運動場駐⾞場付近）にてメンバー表（４
枚提出）を照合する事。 
(7) 球審が試合で最初に『プレイ』を宣告した時を試合開始時間とする。 
(16) ユニフォーム及び⽤具について。 
⑥捕⼿⽤マスクは、ＳＧ(Safe Goods)マーク合格品を着⽤すること。 

世⽥⾕区軟式野球連盟では、捕⼿⽤マスクのＳＧマーク合格品の着⽤は２０２３年度から
とする。 
S リーグは 2022 年度より適⽤とする。 

 
 

４. 新型コロナウイルス感染症対策について 

 
まだまだ新型コロナウイルス感染症の収束が⾒えない状況下で、 
当連盟として選⼿、役員並びに⼤会に参加するすべての⽅々の安全と健康を第⼀と考え、全⽇本軟式野
球連盟及び東京都軟式野球連盟の感染予防対策ガイドラインに沿うとともに今年度も以下対策を⾏うこ
ととします。 
 
 チーム責任者は、参加者全員の検温および健康状態をチェックし、連盟所定の「健康チェックシート」
に記載し本部に提出すること。 
健康チェックシートは、連盟ホームページよりファイルをダウンロードし、試合ごとに記⼊、本部に提出
すること。 
チームに感染者や濃厚接触者が発⽣した場合、対象チームの試合は延期しないものとする。 
感染者、濃厚接触者以外の選⼿で試合が⾏えない場合は棄権とする。 
試合においてクラスターが発⽣し、関係機関より名簿の提⽰を求められた場合、求めに応じることがあ
る。 
政府、⾃治体などから要請があった場合、⼤会開催を延期または中⽌することがある。 
東京都軟式野球連盟 新型コロナウイルス感染症防⽌対応策を遵守する。 
詳細はホームページに掲載しています。ご確認ください。 
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５．駐⾞場利⽤について 

 
1． ⼆⼦⽟川緑地運動場⼊場許可書 
各チーム 1台の⾞両について⼊場許可証を発⾏いたします。 
⼊場許可証を所持している⾞両は優先で駐⾞場に⼊場いただけます。 
⼊場許可証は、世⽥⾕区の年度 4⽉ 1 ⽇から翌年 3⽉ 31 ⽇までが利⽤期限となります。 
再発⾏はできませんので期限まで⼤切に保管してください。 
2022 年度 3⽉の試合は、「令和 3 年度⼊場許可証」をご使⽤ください。 
「令和 4 年度⼊場許可証」は旧許可証と引き換えに発⾏いたします。 
お渡し⽅法はホームページに掲載してお知らせします。 
今年度新規登録チームは登録いただいた住所に郵送いたします。 

 
2． 【重要】注意事項 
⼆⼦⽟川緑地運動場開⾨前（8時前）から、⼟⼿沿いの道路およびバス通りにおいて、駐⾞場開⾨待
ち、また選⼿の降⾞、荷物の積み下ろしによる路上駐⾞の⾏為が近隣のみなさまの迷惑になり苦情
が寄せられています。 
以下の⾏為について留意いただけますようお願いいたします。 
1. ⼆⼦⽟川緑地運動場 8時開⾨〜17時閉⾨ 

上記時間外は⾞両の⼊場、退場ができません。ご注意ください。 
2. 朝 8時前に駒沢⼤学 T字路より駐⾞場⼊⼝までの⼟⼿沿い道路には⾞両を進⼊および駐⾞しな

いこと。 
3. ⼆⼦⽟川緑地運動場周辺のバス通りおよび住宅の前で、開⾨待ち路上駐⾞、選⼿の降⾞や荷物

の積み下ろしをしないこと。 
4. 8時開⾨後、⼊場許可書を所持している⾞両より優先で⼊場すること。 
5. ⼊場許可証を所持していない⾞両は、8時 30分以降に来場すこと、および周辺道路で待機しな

いこと。 
6. 第 2 試合のチームは、9時以降に来場すること。 
7. 道路上では静かに移動すること。 

 
上記⾏為についてチームのみなさまのご協⼒をお願いいたします。 
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６．今年度の⼤会について 

 
１. 今年度は以下の⼤会を予定しています。 

・⼀般部春季⼤会（1・2・3 部） 
・⼀般部秋季⼤会兼区⺠⼤会（1・2・3 部） 
・⼀般部王座決定戦 
・⼀般部 S リーグ（連盟推薦チーム） 
・秋季都⼤会予選（連盟推薦チーム） 
・壮年部リーグ戦 
・壮年部王座決定戦 
※⽇程に余裕が出た場合特別⼤会を開催します。 

２. グラウンドについて 
⼆⼦⽟川緑地運動場野球場を使⽤します 

３. 試合⽅式について 
試合時間は 1時間 30分を過ぎて次の回に⼊らないとします。 
同点の場合、特別延⻑（タイブレーク）制を採⽤します。 
特別延⻑（タイブレーク）は最⻑ 2回とし、同点の場合は抽選とします。 
タイブレークは、無死⼀⼆塁、継続打順とします。 
壮年部リーグ戦は、延⻑戦を⾏わず引き分けとします。 
グラウンド整備、ベンチの⼊替えなどチームみなさんのご協⼒をお願いします。 

４. 詳細は連盟サイト内ホームページのメニュー＞連盟概要＞規約 を参照してください。 
https://sbbl.tokyo/summary/agreement/ 

 
 

７．⽇程について 

 
１. ⽇程 

⽇程は、すべてホームページに掲載しているトーナメント表の⽇程で確認してください。 
必ずトーナメント表で確認してください。 
電話、FAX、メールで⽇程確認をされてもお答えできませんのでご了承ください。 
今年度も上部⼤会の⽇程と重複するチームがある場合、世⽥⾕⼤会の⽇程を変更させていただきま
す。あらかじめご了承ください。 

 
２. ゴールデンウィークの⽇程 
５⽉ 1 ⽇（⽇）〜５⽇（⽊）までのゴールデンウィーク期間は、1 ⽇（⽇）のみ試合を⾏います。 
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３. ⼤会のない⽇ 
ホームページに掲載しお知らせします。 

 
４. 順延について 

天候、グラウンド不良等で試合予定を中⽌した場合、翌開催⽇に順延します。 
今年度もグラウンドの⼀部が使える場合、そのグラウンドだけ開催し、不良のグラウンドは延期し
ます。そのため、同グラウンド、同時間帯で順延にならず、⼀部グラウンド、時間の変更が出ますこ
とをご了承ください。 
各⽉１⽇は壮年部リーグ戦の試合⽇とします。壮年部試合⽇の予定は固定で順延しません。 

 
５. 試合開始予定時刻 

試合開始予定時刻はトーナメント表に記載します。 
トーナメント表に記載している時刻は予定時刻になります。 
グラウンドコンディション不良等整備が必要な場合、試合開始時間が遅れることがあります。 
 
 
 
 

８．登録、当⽇登録について 

 
世⽥⾕区軟式野球連盟が主催する⼤会に参加するには、年度初めに東京都軟式野球連盟の 
会員（チーム）になったチーム及びチームに所属している選⼿が出場できます。 
選⼿の追加登録は所定の「追加登録及び抹消並びに背番号変更届」を提出してください。 
所定の届け出ファイルはホームページよりダウンロードし記⼊、記載責任者を記⼊・押印(＊必須)のう
え⼤会本部へ４部提出してください。 
（東京都軟式野球連盟提出、世⽥⾕区軟式野球連盟保管２部、チーム控え） 
また、登録時に⾒舞⾦制度に加⼊していただくため、１⼈につき６００円をお⽀払いください。 
世⽥⾕区軟式野球連盟では、試合当⽇の登録も認めています。 
ただし、⾒舞⾦制度の加⼊は、追加登録をした翌⽉からとなります。 
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９．天候判断、熱中症予防対策について 

 
１. 天候判断 

試合中⽌の連絡は twitterでお知らせします。 
https://twitter.com/sbbl_jp 
天候判断は、⼆⼦⽟川緑地グラウンドは、6時過ぎに判断します。 
各施設への直接問合わせはおやめください。 
当⽇の試合確認は、070-3185-4778 におかけください。 
連盟の電話対応は、⼤会開催⽇の 9時〜16時になります。 
電話以外（メール、LINE）の対応はいたしません。 

 
２. 熱中症予防対策について 
暑さ指数（WBGT値）が 31℃ 以上（気温 31℃とは異なる）になることが予想される場合は、原則
として試合を⾏いません。 
暑さ指数（WBGT値）は、⼤会開催当⽇ 6時 環境省 熱中症予防情報サイトの予測値（府中）をも
とに決定します。 
晴れていても中⽌になる場合があります。 
熱中症予防対策として、8⽉は試合を開催しません。 
連盟では、⼀般部、少年学童部の⼤会開催地に「熱中症暑さ指数計」を置き随時計測を⾏い、試合の
継続判断を⾏います。 
試合が開始された後であっても、暑さ指数（WBGT 値）が 31℃を超えた場合は試合を中⽌します。
試合中⽌の判断、決定は、当⽇のグラウンドの⼤会本部が⾏い、各グラウンドの審判員に伝えます。 
試合中⽌の場合は、⼤会役員、審判員の指⽰に従ってください。 
この熱中症予防対策は、年間を通して実施されます。 
6⽉または 9⽉、10⽉でも暑さ指数（WBGT値）が 31℃ 以上の場合、試合を中⽌します。 
詳細はホームページ内「熱中症予防対策における試合実施の判断について」をご覧ください。 
https://sbbl.tokyo/blog/info/info_20190819/ 
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１０．⾒舞⾦について 

 
（公財）東京都軟式野球連盟では選⼿の傷害の⾒舞⾦を⽬的とした⾒舞⾦制度を採⽤しております。登
録選⼿は加⼊が条件となっております。 
⾒舞⾦の申請は、必ずケガをした⽇に担当審判員に確認の上、⼤会本部で受け付けし、後⽇申請書を提出
してください。 
後⽇の受け付けは⼀切できませんので、ご注意ください。 
⾒舞⾦制度の有効期間は登録翌⽉より同年 12⽉ 31 ⽇までに受け付けされた申請が有効となります。 
 
団体保険加⼊の推奨 
近年起こった事例になりますが、試合中の打球が施設内の歩道を歩いている⼈にあたり、あわや失明と
いう⼤きな事故がありました。 
この事故については、チームが加⼊していた団体保険の補償により⽰談が成⽴しました。 
世⽥⾕区の施設には防球ネットを増設していただきましたが、万全とは⾔えません。 
ぜひ、チームで団体保険に加⼊するようお願いいたします。 
 
 

１１．審判員・事務担当員募集 

 
公認審判員と登録審判員の募集 

公認審判員は⼤会の主に球審、及び準決勝・決勝戦を担当する審判員です。 
登録審判員は、主に塁審を担当する審判員になります。 
2022 年度の⼤会では、チーム審判員制度を採⽤しますが、登録審判員が増えまますと 
チーム審判員制度を解除することができます。 
毎週でなくとも⽉に 1 回でも、半⽇だけでも⼤丈夫ですので、ぜひご応募いただけますようお願いい
たします。 
未経験者でも⼤丈夫。塁審の動作、動きについては公認審判員がお教えいたします。 
審判⼿当をお⽀払いいたします。 

 
事務担当員募集 

事務担当員は⼤会時本部にて、メンバー表照合、追加登録受け付けなど事務を担当していただく⽅を
募集します。 
事務⼿当をお⽀払いいたします。 



S リーグ創設について 

 
2022 年度世⽥⾕区軟式野球連盟では S リーグを新たに創設します。 
昨年、軟式野球最⾼峰である天皇賜杯全⽇本軟式野球⼤会が東京都で開催され、世⽥⾕区軟
式野球連盟は、駒沢硬式野球場で開催される試合に役員を派遣し、⼤会をサポートしました。 
天皇杯ではレベルの⾼い試合が数多く⾏われ、このような⼤会に私たち世⽥⾕区代表 
チームも出場していただきたいとの想いから、当連盟のチームならびに審判員の 
レベルアップ図るため全国⼤会⽔準の規定のもと⾏う⼤会を創設します。 
これまで上部⼤会出場チームは、過去の成績、チーム運営状況を加味し、連盟推薦としてい
ましたが、2023 年度上部⼤会出場チームは、S リーグ出場チームより推薦対象とします。 
 
本⼤会は全⽇本軟式野球連盟及び東京都軟式野球連盟の規定に基づき 9 イニング制で⾏い
ます。その他、選⼿登録、⽤具等、すべて上部⼤会規程に準拠します。 
本⼤会は「競技者必携（全⽇本軟式野球連盟発⾏）」、「公認野球規則（全⽇本野球協会発⾏）」
に準拠します。 
⼤会は、基本⼟曜⽇開催。 
5 ⽉中旬から 10 ⽉までの期間、リーグ戦とします。 
 
本⼤会は今年度最⼤ 8 チーム募集を予定します。 
⼤会参加基準は、2022 年度都⼤会出場チーム、世⽥⾕区 1 部登録チーム、直近の 2 部・3
部優勝チームとし、⼤会参加希望を受け付け連盟にて審査し決定します。 
⼤会参加基準を満たしていても参加できない場合があります。 
 
S リーグ⼤会要項は３⽉中旬ごろホームページに掲載いたします。 
 
また、2022 年度東京都秋季⼤会出場チームは、予選会を開催し出場チームを決定します。 
参加チームは S リーグ参加基準に準じます。 
 
ただし、災害、天候不良等で⼤会が開催できない、あるいは途中中⽌の場合上部⼤会 
出場チームは連盟推薦とします。 
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