
 1 

2021 年度登録のご案内 

※2021 年 1 ⽉ 10 ⽇  
緊急事態宣⾔発令を受け、⾏事内容変更しました。 
 

2021 年度 『世⽥⾕区軟式野球連盟』 『（公財）東京都軟式野球連盟』 の登録をご案内いたします。 

登録をしませんと『世⽥⾕区軟式野球⼤会』『（公財）東京都軟式野球⼤会』に参加することができません。

参加希望チームは必ず期⽇までに所定の登録⼿続きを⾏ってください。 

2021 年度の登録より、郵送でのご案内。郵送、FAX、⼿渡し、⼝頭での受付けをしません。 

所定の⼿続きで登録ください。 

所定の⼿続き以外で、不備がありましても責任は負いませんのでご了承ください。 

登録申込書はすべてホームページよりダウンロードしてください。 

昨年まで使⽤していた郵送先に送られても届きませんので、ご注意ください。 

 

本年度開催予定⼤会は、春季⼤会（１部・２部・３部）、夏季⼤会（１部・２部・３部）、 

区⺠体育⼤会（１部）、秋季⼤会（２部・３部）、王座決定戦、壮年部リーグ戦、壮年部王座決定戦を予定

しております。 

 

■登録関係費⽤      

・世⽥⾕区軟式野球連盟登録費（1 チーム） 15,000 円 

・東京都軟式野球連盟登録費（⾒舞⾦加⼊費含む） 600 円×登録⼈数 

・⼤会参加費（1 ⼤会） 12,000 円（⼀般部）、40,000 円（壮年部） 

 

■登録・⼤会費納⼊・各⼤会抽選会等の流れについて 

1. 事前登録申し込み・⼤会申し込み・チーム連絡先登録 

提出期限：2021 年 1 ⽉ 20 ⽇(⽔) 

送信先メールアドレス：ip.toroku@sbbl.tokyo 

事前登録申込書（Excel ファイル）をダウンロードしていただき、⼊⼒、所定のメールアドレスへ

送信してください。 

できれば、ファイル名を「登録番号-チーム名」に変更してください。 
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2. 登録費・⾒舞⾦・⼤会参加費の納⼊ 

納⼊期限：2021 年 1 ⽉ 28 ⽇(⽊) 

1 の「事前登録申込書」に登録関連費⽤の合計、振込先が記載されています。 

所定の期⽇までにお振り込みください。 

お振り込みは、必ず登録番号（新規チームを除く）とチーム名でお振り込みください。 

 

3. 本登録 

2021 年 1 ⽉ 30 ⽇(⼟)に予定していました登録申込書の提出は中⽌とします。 

提出⽇：2021 年 1 ⽉ 30 ⽇(⼟) 13時〜16時 

場所：三茶しゃれなあど 5階「スワン」（三軒茶屋分庁舎） 

   世⽥⾕区太⼦堂 2―16―7   

当⽇連絡先：０７０−３１８５−４７７８ 

東京都軟式野球連盟所定の登録申込書（Excel ファイル）に記⼊、プリント 4 部を所定の期⽇、 

会場にて提出してください。 

不備がなければ、所要時間１０分ほどです。 

 

【変更後】 

東京都軟式野球連盟登録申込書は、所定のファイルに記載して下記のメールアドレスに送付してく

ださい。 

提出期限：2021 年 1 ⽉ 30 ⽇(⼟)  

送信先メールアドレス：ip.toroku@sbbl.tokyo 

 

東京都軟式野球連盟登録申込書を提出し、2021 年度登録が完了します。 

記⼊に不備がありますと再提出していただきます。 

記⼊に不安がある⽅は、下記にお問い合わせください。 

 

4. 主将会議 兼 ⼤会抽選会 

2021 年 2 ⽉ 20 ⽇(⼟)「成城ホール 1F」で予定していました会議は中⽌とします。 

開催⽇時：2021 年 2 ⽉ 20 ⽇(⼟) 18時 30分〜20時 30分 

場所：成城ホール 1F 

   世⽥⾕区成城６−２−１ 

当⽇連絡先：０７０−３１８５−４７７８ 

各チーム１名は必ずご参加ください。 
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【変更後】 

・会議の内容は、ホームページに掲載します。 

・抽選会は代理抽選とします。 

代理抽選は、2021 年 2 ⽉ 13 ⽇（⼟）に⾏います。 

 

5. 2021 年度⼤会開始 

2021 年 3 ⽉ 7⽇(⽇)  

⼆⼦⽟川緑地野球場 
 
■登録に関するお問い合せ 

ippan.zimu@sbbl.tokyo （事務局 川久保繁樹） 
お問い合せの際は、チーム名、登録クラス、お名前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。 

 

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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2021 年度（公財）東京都軟式野球連盟登録要項  

兼 世⽥⾕区軟式野球連盟登録要項 

1. 登録出来るチームの構成 
(ア) 職域チーム 
官公庁・会社・商店・⼯場等で同⼀職場に勤務する者により編成されるチーム。 

(イ) 地域チーム（クラブチーム） 
都内あるいは隣接４県に在住または在勤・在学する者により編成されるチーム。 
（代表者は区内に在住または在勤・在学する者とする） 

(ウ) 学⽣チーム 
都内あるいは隣接４県に在住または在学する学⽣により編成されるチーム。 
（学校単位で編成する場合は学校名は使⽤できない） 

(エ) 壮年チーム 
上記（ア）・（イ）のいずれかに該当し、登録選⼿が４０才以上の者で編成するチーム。 
（登録年度 3 ⽉ 31 ⽇に満年齢が４０歳に達していること） 
壮年チームに限り、世⽥⾕区登録⼀般チームとの⼆重登録は認める。 
※全てのチームとも、⼥⼦選⼿の登録を認める。（⼥⼦選⼿のみのチームも登録を認める） 
 

2. 登録出来るチームの⼈数 
(ア) 登録⼈数は、責任者・監督を含め１０名以上１００名以内とする。 責任者・監督も選⼿として

登録出来る。 
※上部⼤会に参加する時はその中から２０⼈を選抜する。 

(イ) 東京都外選⼿（都内在住でも在勤でもない隣接４県（埼⽟、千葉、神奈川、⼭梨））の登録を認
める。 
⼈数の上限はありませんが、東京都⼤会出場時は参加申込書記載⼈数の 1/3 を超えないこと。 
 

3. 登録申込書の記載について 
(ア) チーム責任者は世⽥⾕区内に在住していること。 
(イ) チーム責任者、⼜は連絡者は⽇曜・祭⽇ 及び TEL・メールにて連絡が必ず取れる⽅にして下

さい。 
(ウ) チーム名は出来るだけ簡素化するよう協⼒願います。 

（珍妙なチーム名、現在登録されている同名チーム名については変更をして頂きます） 
(エ) 背番号は必ず記載願います。（監督は３０番・主将は１０番とする） 

（背番号は、０〜９９までとします。それ以外は認めません） 
(オ) 登録申込書は連盟ホームページよりダウンロードして記⼊してください。 

（提出はプリントの上、４部提出願います。） 
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4. 登録費について 
登録費 １チーム ￥１５，０００．− 
所定の期⽇までに納⼊してください。 
 
 

5. ⼤会費について 
春季⼤会、夏季⼤会、王座決定戦、壮年王座決定戦    ￥１２，０００．− 
区⺠体育⼤会                      ￥７，０００．− 
壮年部リーグ戦                    ￥４０，０００．− 
所定の期⽇までに納⼊してください。 

 
 
6. ⾒舞⾦制度について（東京都軟式野球連盟登録費） 

(ア) 年会費１名 ￥６００． 
所定の期⽇までに納⼊してください。 

(イ) （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。 
壮年部と重複して登録している場合はそれぞれの部で必要になります。 

(ウ) 世⽥⾕区の⼤会では当⽇追加登録を認めています。 
当⽇の追加登録についても６００円徴収し、⾒舞⾦制度へ加⼊していただきます。 
当⽇登録申込書はホームページよりダウンロードし、3 部提出してください。 
⾒舞⾦制度への加⼊は追加登録を⾏った翌⽉からとなります。 
 (例：４⽉７⽇、４⽉２８⽇に追加登録をした場合、適⽤されるのは共に５⽉１⽇から） 
※登録当⽇には適⽤されませんので、なるべく年度始めの登録時に選⼿を記載してください。 

(エ) ⾒舞⾦の受付は、怪我をした当⽇の担当審判員に確認し、本部で受け付けしてください。 
※後⽇の受け付けは認めません。 

(オ) ⾒舞⾦申請の有効期限は、登録翌⽉より同年 12 ⽉ 31 ⽇までに申請した分が有効となります。 
 
 

7. 登録での注意事項 
(ア) 他地区連盟に登録しているチーム、及び選⼿は登録できません。 
(イ) 選⼿は、当連盟内において複数のチームに登録はできません。 
但し壮年部との重複登録は認める。 

(ウ) 本連盟規約、及び⼤会規定を遵守出来ないチームは登録後でも脱退していただく場合が 
あります。 
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8. 登録費・⼤会費返⾦規定（⼀般部） 
(ア) 登録費 

登録したクラス（部）の⼤会が年度に１⼤会も開催されなかった場合、返⾦します。 
本連盟の⼤会が開催されなくても、上部⼤会に参加した場合、登録費は返⾦しません。 

(イ) 東京都軟式野球連盟登録費（⾒舞⾦） 
東京都軟式野球連盟登録費については、当連盟は代理徴収を⾏っています。返⾦は東京都軟式野
球連盟の規定に準じます。 

(ウ) ⼤会費 
登録したクラス（部）の⼤会が全試合中⽌となった（１試合も⾏っていない）場合は当該⼤会費
を返⾦します。 
⼤会が途中で中⽌となった場合、既に敗退しているチームには返⾦しません。 
まだ試合を⾏っていないチーム、勝ち残っているチームには返⾦しますが、準決勝戦まで進出し
たチームには返⾦しません。 
準決勝以前の勝ち残りチームについての返⾦額はチームが⾏った試合数により別途算出します。 
リーグ戦途中中⽌の場合、返⾦額はチームが⾏った試合数により別途算出します。 

(エ) 連盟規約に違反したチーム、連盟の加盟資格を喪失したチーム、⾃ら脱会を表明したチームには
いかなる場合も、登録費、⼤会費は返⾦しません。 
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2021 年度 昇格チーム 

 
1 部昇格 

チーム名 前年登録番号 成績 

世⽥⾕レジェンド 2−19 春季⼤会優勝 

ＪＯＫＥＲʼS 2−32 区⺠体育⼤会優勝 

 
 
2 部昇格 

チーム名 前年登録番号 成績 

Ｈｉａｌａｕｎａ成城 3−16 春季⼤会優勝 

ＬＧ ＰＡＰＡ ＧＩＡＮＴＳ 3−07 春季⼤会準優勝 

ＥＸＰＥＲＴＳ 3−30 春季⼤会３位 

ユトリジェネレーションズ 3−13 春季⼤会３位 

 


