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１． 令和２年度登録のご案内 全チーム

２． 登録関係書類 全チーム

①　 令和２年度登録要項書

②　登録用紙記入注意事項

③　登録用紙　 受付日　令和２年２月２日（日）成城ホール４階　集会室

　　　★登録用紙はホームページよりダウンロードし、記入してください。

　　＊　令和２年度駐車券を配布する予定でおりますので、令和１年度駐車券を必ずお持ちください

　　　★登録用紙提出は、Ａ４サイズでの提出で構いません（４部提出）

　　　★ホームページアドレスは、ｈｔｔｐｓ：／／ｓｂｂｌ．ｔｏｋｙｏ　にて

３． 令和２年度昇格チーム 全チーム

４． チーム責任者及び連絡者記載書 郵送、メール又は 全チーム

ＦＡＸにて提出

５． 令和２年度春季大会申込書 郵送、メール又は 全チーム

ＦＡＸにて提出

６． 令和２年度夏季大会申込書 郵送、メール又は 全チーム

ＦＡＸにて提出

７． 審判講習会のご案内、審判員募集 全チーム

８． 令和２年度登録関係費・大会費請求書 全チーム

９． 令和２年度主将会議　兼　大会抽選会の案内 全チーム

※ 登録番号はご確認の上、間違いのないようお願いします。

※ 大会費納入案内、主将会議のご案内も掲載いたします。

登録関係書類の確認は、令和２年２月２日（日）成城ホール４階　集会室にて行います。

登録関係費用が振込確認されないチームには別途連絡いたします。

必ず期限までに返送、振り込みをお願いいたします。

期限までに返送・振り込みのない場合、不参加とさせていただきます。

※ ＦＡＸ ０５０−３５８８−２６１４（インターネットFAX）

※ 郵送先　 世田谷区軟式野球連盟　事務局　武井　渉
〒157-0068　世田谷区宇奈根１－８－１７

※ メールアドレス ｉｐｐａｎ．ｚｉｍｕ＠ｓｂｂｌ．ｔｏｋｙｏ

令和２年度　世田谷区軟式野球連盟

一　般　部　　登　録　書　類　一　覧　表
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　　できませんので参加希望チームは必ず登録手続きを行ってください。

　　各書類をよくお読み頂き、記載には間違いがないようにお願いいたします 。

　　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）

　　秋季大会（１部・２部）、区民体育大会（３部）、王座決定戦、壮年部リーグ戦を予定しております。

　　登録関係費用 年間登録料 （１チーム） ¥15,000

見舞金年会費　 （１名＝￥600） ¥600 ｘ登録人数分

大会費 （１大会） ¥12,000 ｘ参加希望大会

　　《登録・大会費納入・各大会抽選会等の流れについて》

１） 登録用紙について

用紙はホームページよりダウンロードして記入してください。

登録用紙は４部（本部用・支部用ｘ２・チーム控の計４枚をカラーコピーで）提出ください。

登録受け付けは成城ホール４階　集会室にて行います。

世田谷区成城６－２－１　成城学園駅徒歩４分

（毎年、書類に不備があるため、直接受付をいたします）

にお越しください

※  当日連絡先　：　０７０−３１８５−４７７８

※　時間短縮のため時間内に済ませるようご協力をお願いいたします。

※　駐車場はありませんので公共交通機関をご利用ください。

※　会場への問い合わせは一切禁止いたします。（会場が使用できなくなるため）

２） 郵送又はメールしていただいた書類について

（チーム責任者及び連絡者記載書、各大会の申込書）

＊　書類の返却　

　　　（ＦＡＸにて確認の場合もあり）

　↓

＊　訂正書類の郵送再提出　

　↓

＊　登録費・大会費等の振込 ← ＊　確認

↓

＊　振り込みの確認 振り込み及び書類の返却期限　　 令和２年１月２０日（厳守）

↓

＊　主将会議

　＊　登録についての問い合わせ先

ＦＡＸ：０５０−３５８８−２６１４　または　メール：ｉｐｐａｎ．ｚｉｍｕ＠ｓｂｂｌ．ｔｏｋｙｏ

記載に問題のないチームは 記載に問題のあるチームには

↓

令和２年度　登録のご案内

　　令和２年度　『世田谷区軟式野球連盟』　『（公財）東京都軟式野球連盟』 の登録を行います。

　　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

　　　　　　　　　　２月２日（土）　１３：３０～１６：００
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　１．登録出来るチームの構成

（１）　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。

（２）　地域チーム（クラブチーム）

　　　区内に在住または在勤・在学する者により編成されるチーム。

（３）　学生チーム

　　　区内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）

（４）　壮年チーム

　　　上記（１）・（２）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。

　　　（令和２年２月１７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

（１）　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。

※変更箇所 （２）　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））の登録人数の上限は

　　　ございませんが、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

（１）　チーム責任者は世田谷区内に在住していること。

（２）　チーム責任者、又は連絡者は日曜・祭日　及び　TEL・ＦＡＸにて連絡が必ず取れる方にして下さい。

（３）　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）

（４）　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）

（５）　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。

　　　（提出はコピーの上、４部持参願います。）

　４．　登録費について

年間登録費　１チーム　￥１５，０００．－

　５．　見舞金制度について

（１）　年会費１名　￥６００．　

（２）　（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。

　 　　但し、壮年部と重複して登録している場合は二名分必要になります。（それぞれの部で必要になります）

（３）　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。

       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メンバーを記載してください。

　７．　登録での注意事項

（１）　世田谷区軟式野球連盟以外の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。

（２）　本連盟規定、及び大会規定を厳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。

令和２年度　（公財）東京都軟式野球連盟世田谷支部登録要項

兼　世田谷区軟式野球連盟登録要項
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　　　１部昇格

　　　２部昇格

K-Pegasus

豊田組ベイザーズ 3−09

昭和信用金庫 3−56

チーム名 令和２年度登録番号 前年度登録番号

パドレス 3−32

東玉川野球大人会 2−24

スーパーソニックス 2−29

チーム名 令和２年度登録番号 前年度登録番号

ファミリーズ 2−30

令和２年度　昇格　チーム
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【返却書類】

　　連絡事項等が生じた場合、チームとの連絡を取るために必要な方となりますので正確に記入願います。

　　記入は読みやすい字体にてお願いします。毎年記載内容に誤りがあり連絡が取れないチームがあり、

　　その場合はチームの責任とさせて頂きますのでご了承下さい。

　　登録番号は昨年と同様ですが、昇格、降格チームは変更となりますので御注意ください。

　　登録番号は、確認してください。

　　提出締切 令和２年１月２０日（厳守）　（郵送、メール又はＦＡＸにて）

令和２年度用

　　　記載注意事項

　　　　代表者とは　：　チームの責任者のことです。

　　　　連絡先とは　：　連盟より発送する日程郵便物・日程変更等の緊急連絡者のことです。

チーム登録人数　　（登録用紙に記載する当該

チームの総人数）を記入してください
人

（緊急連絡のできる方）

連絡の取れ

る電話番号

ＦＡＸ

メールアドレス

連　絡　先

フリガナ

氏名

住所

〒

（世田谷区内在住者）

ＴＥＬ

ＦＡＸ

メールアドレス

チーム名 　　　　　　　　　

代　表　者

フリガナ

氏名

住所

〒

チーム責任者　及び　連絡者記入のお願い

切り取り線

登録番号
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【返却書類】

令和２年度世田谷区軟式野球春季大会（１部・２部・３部）　を開催します。

参加希望チームは申込書に記入の上、郵送にて提出下さい。

申込締切 令和２年１月２０日（厳守）　（郵送、メール又はＦＡＸにて）

大会費 ￥１２，０００．－

大会費支払 指定金融機関に振り込み

（振り込み手数料はチーム負担にてお願いします）

振込先金融機関 世田谷区信用金庫　　本店

口座番号 （普通） 405970

受取人 世田谷区軟式野球連盟

組合せ抽選 主将会議に於いて

チーム名

記載責任者 印

春季大会
参加 不参加

（どちらかに　○　印願います）

クラス・登録番号 部

令和２年度　春季大会　申込書

記

切り取り線

令和２年度　春季大会　申込書



7

【返却書類】

令和２年度世田谷区軟式野球夏季大会（１部・２部・３部）　を開催します。

参加希望チームは申込書に記入の上、郵送又はメールにて提出下さい。

申込締切 令和２年１月２０日（厳守）　（郵送、メール又はＦＡＸにて）

大会費 ￥１２，０００．－

大会費支払 指定金融機関に振り込み

（振り込み手数料はチーム負担にてお願いします）

振込先金融機関 世田谷区信用金庫　　本店

口座番号 （普通） 405970

受取人 世田谷区軟式野球連盟

組合せ抽選 主将会議に於いて

※夏季大会につきましては５月３・４・５・６日より順次一回戦を開催いたします。

　連休中は日程を固定とし、雨天中止があった場合は順延とはせず、組み直しをいたします。

記載責任者 印

クラス・登録番号 部

チーム名

令和２年度　夏季大会　申込書

記

切り取り線

令和２年度　夏季大会　申込書

夏季大会
参加 不参加

（どちらかに　○　印願います）
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　　令和２年度世田谷区軟式野球連盟審判講習会を下記の日程にて開催致しますので

　　ご案内申し上げます。（世田谷区広報にも掲載予定）

　　一般の方・チーム選手の方等多くの方のご参加をお待ちしております。

　　なお、雨天の場合は中止となりますのでご了承下さい。（ホームページにてご案内いたします）

　　大勢の方が講習会に参加されることをお待ちしております。優しく、丁寧にご指導いたします。

　　審判講習会参加希望の方がございましたら、連盟までご連絡下さい。

　　お申し込みは　ＦＡＸ：０５０−３５８８−２６１４　または　メール：ｉｐｐａｎ．ｚｉｍｕ＠ｓｂｂｌ．ｔｏｋｙｏ　宛てにお願いします。

　　連盟では現在高齢化が進んでおります。野球に興味がある方、また審判技術を習得したい方を募集しております。

　　講習を受けた後連盟にて審判をしてみたい方はご連絡お待ちしております。

　　連盟にて審判員をしていただきますと、交通費等はお支払いいたします。

記

講習会日時 令和２年２月２３日（日）　１０時〜１６時

時　　　　間 午前９：３０　受付開始

（午前１０：００開会　、　午後３：３０終了予定）

集合場所 世田谷区二子玉川緑地運動場　：　Ａ面　　・　Ｂ面

備　　　　考 １）　服装は運動の出来る服装にて

２）　昼食は各自持参願います

参　加　費 無料

連　絡　先

連絡の取れる

電話番号

　　ＦＡＸ

メールアドレス

令和２年度　審判講習会参加希望者

参加希望

氏　　　名　・　年　　齢 　　　　　　才

住　　　　　所

〒

審判講習会のご案内・審判員募集

切り取り線

【注】二子玉川緑地運動場の復旧状況によっては、日時、会場が変更されたり中止になる場合があります。

詳しくは連盟HPをご確認ください。
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　令和２年度登録ご案内通り　『令和２年度度登録費、大会参加費、東連登録費及び見舞金』

　支払い方法を本年度も前年通り指定の金融機関に振り込みをしていただくこととなります。

　つきましては、下記に記載しますので振込手続きをお願い申し上げます。

　振込手数料につきましてはチーム負担にてお願い申し上げます。

　振込期日は厳守願います。

　　

振込先金融機関 ： 世田谷信用金庫　本店

口座番号 ： （普通）　４０５９７０

受取人 ： 世田谷区軟式野球連盟

振り込み依頼人について
： 振り込み依頼人は、個人名ではなく平成２９年度登録番号

又は、チーム名にて記載願います。（表題に記載）

（特にＡＴＭにて振込される方は注意願います

振り込み手数料 ： チーム負担

振込締切日 ： 令和２年１月２０日　厳守

振込金額 ： 登録費 　　　： １チーム ¥15,000

見舞金 　　　： １名 ¥600 ×登録人数

春季大会費　 　： １大会 ¥12,000

夏季大会費　　 ： １大会 ¥12,000

振込合計金額 ￥

※見舞金については、一般部と壮年部で重複登録の場合、それぞれの部で必要となります。

令和２年度　登録関係費・大会費請求書

記
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　　『令和２年度主将会議　兼　大会抽選会』　を下記の日程にて行います。

　　当日は、令和２年度大会開催日程、運営等に関する大切な議題がございます。

　　また、本年度大会の抽選も行います。

　　登録チームの代表者、責任者の１名は必ず出席下さいますようお願いいたします。

　　

開 催 日 ： 令和２年２月１５日（土）　１８時〜２０時

会　　場 ： 成城ホール　１階

　　世田谷区成城６－２－１

　　アクセス　：　小田急線成城学園前駅　徒歩４分　

時    間 ： 午後６時００分より　受付開始　

午後６時３０分開会　　　

会議内容 ： １）　令和２年度運営方針、注意事項等

２）　令和２年度ルール改正について

３）　当日登録について

４）　令和２年度大会抽選会

　　＊　令和２年度駐車券を配布する予定でおりますので、令和１年度駐車券を必ずお持ちください

　　　　　引き替えにて駐車券をお渡しいたします。

　　　《注意事項、お願事項》

　　　※　時間短縮のため時間内に受付を済ませるようご協力をお願いいたします。

　　　※　駐車場はありませんので公共交通機関をご利用ください。

　　　※　会場への問い合わせは一切禁止いたします。（会場が使用できなくなるため）

　　　※　連盟への連絡電話　：　０７０−３１８５−４７７８

令和２年度　主将会議開催　兼　大会抽選会のご案内

記


