東京都知事杯第 45 回東京都学童軟式野球大会
フィールドフォース・トーナメント
関東学童軟式野球大会東京都予選

実施要項
1.
2.
3.
4.

主 催
特別協賛
後 援
協 賛

5. 出場資格

6. 監督主将会議

7. 出場回答

公益財団法人東京都軟式野球連盟 東京新聞・東京中日スポーツ
株式会社フィールドフォース
東京都 八王子市 八王子市教育委員会 ナガセケンコー株式会社
ミズノ株式会社 株式会社共同写真企画
加盟・準加盟支部代表とする。（公財）東京都軟式野球連盟規程 規程細則第 3 条を適用。
① 支部代表チームで現在小学校に在籍し、都内在住もしくは在学の少年、少女。
② 公益財団法人東京都軟式野球連盟会員であること。
③ 出場選手は必ずユニフォームに背番号 0～99 番をつける。（それ以外は認めない）
（監督 30 番、コーチ 28・29 番、主将 10 番）
④ 出場選手全員がスポーツ保険に加入しているチームであること。
⑤ 前年度優勝チーム（足立支部 カバラホークス）
⑥ 硬式ボールを使用している団体に登録又は大会に参加しているものは、登録することはできない。
ただし、団体に登録又は大会の参加を抹消した場合は登録することができる。
⑦ 1 チームのメンバーは、監督、コーチを除いて 10 名以上 20 名以内であること。
また隣接県の選手は出場選手の 1/3 を超えてはならない。（参加人数 10～11 名…3 名以内／
12 名～14 名…4 名以内／15～17 名…5 名以内／18～20 名…6 名以内）
⑧ 20 歳以上（成人）の責任者をチーム代表として届出しなければならない。
日時 2022 年 6 月 7 日（火） 14：00～時差式抽選会
場所 国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟 405
〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町 3-1 （小田急線 参宮橋下車）
※2 ページ目をご覧いただき、1 チーム 1 名の参加をお願いいたします。
●締切日 2022 年5 月31 日（火） 午後3 時必着
●提出書類 大会参加回答書、大会参加申込書、登録原本支部控えのコピー
※大会関係書類は連盟 HP（http://www.tnbb.or.jp/）の「大会関係書類」よりダウンロードして作成してください。
提出方法は連盟 HP「大会関係書類」内の「2022 メール申込の流れ」を参照してください。
①大会参加回答書、参加申込書データをメールにて申込される支部は、公印保護者印不要です。
§出場チームが参加申込される場合は必ず所属支部を通してお申込ください。
§チームが申込する上での事務担当者（メール担当者）のアドレスは、所属支部へ直接ご確認下さい。
§支部専用（チームからの直接申込送信は受付不可。）参加申込送信先 アドレス ⇒ entry3-tonanren@gol.com
§参加申込書データがそのまま、プログラムの選手名簿に反映されます。誤字脱字のないようにお願いいたします。
②スポーツ保険番号を必ず明記して下さい。
③締切後の選手変更・背番号変更は認められません。
④不参加の場合でも必ず回答書に不参加と記載して返送して下さい。（FAX 可 03-5373-8601）
⑤締切日時間までに回答が無い場合は不参加とみなします。
⑥登録申込書支部控えのコピーは PDF、携帯写メ、FAX のいずれかで送信して下さい。

8. 参加料

加盟支部 15,000 円 ・ 準加盟支部 25,000 円 （抽選会当日にご持参ください。）

9. 開会式

2022 年 6 月 18 日（土）16 時より スリーボンドスタジアム八王子
開会式は行う予定ですが、新型コロナウイルス感染症拡大により変更になる場合があります。

10. 会期

6 月 19 日(日),26 日(日), 7 月 3 日(日),10 日(日),17 日(日),18 日(祝)

11. 試合会場

スリーボンドスタジアム八王子 八王子市滝ガ原運動場 スリーボンドベースボールパーク上柚木

12. 使用球

ケンコーボールＪ号

13. 適用規則

2022 年度公認野球規則及び別に定める特別規則を適用する。

14. 大会規則

不正出場、その他の規則違反に対しては、（公財）東京都軟式野球連盟大会規程により処理する。

15. 注意事項

◎新型コロナウイルス感染の状況によって変更になる場合がございますので、ホームページを密にご覧下さい。
http://www.tnbb.or.jp/
◎引率者はかならず成人の者（20 歳以上）とします。
◎日程の変更につきましては、支部、チーム、学校等の理由では認められませんので、ご承知の上ご参加下さい。
◎本大会に関わる映像等の広報についての活用と一切の権利については、本連盟に帰属し、
承諾するものとします。
◎大会中、受動喫煙防止に努め、喫煙可能区域以外での喫煙を厳禁とする。なお、喫煙区域内

＜本大会の役員＞

でも未成年者の前では配慮すること。
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時差式抽選会
○日時
○場所

2022 年 6 月 7 日（火) 14：00〜16：00
国⽴ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念⻘少年総合ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ棟 405
〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町 3-1（小田急線

参宮橋駅下車

徒歩 7 分)

○タイムスケジュール表
受付・入室時間
14：00〜
14：05〜

支部名
世田谷・江⼾川
足⽴（前年度優勝と 2 枠）
（枠 3 チーム)
杉並 大田
江東 板橋
練馬 町田
（枠 2 チーム）

14：40〜

八王子 ⻘梅 府中 昭島
日野 稲城 ⽴川
小平 東村山 国分寺
国⽴ 福生 狛江
武蔵村山 多摩
羽村 あきる野 瑞穂

15：15~16：00

千代田 中央
新宿 文京 中野
港 品川 目⿊ 渋谷
墨田 台東 豊島 葛飾
北 荒川 武蔵野
三鷹 調布 小金井
清瀬 東久留米 ⻄東京

★密を避けるため、1 チーム 1 名でご来場ください。2 名以上お越しいただいても 1 名のみ入室となります。
★当日はオリンピックセンター入口で検温ブースがあります。
検温の結果 37.5 度以上になり施設に入れなかった場合は、左記にご連絡ください。090-9332-7745
★監督、コーチのご来場が難しい場合は、保護者など 20 歳以上の成人 1 名がご来場ください。
★ユニフォームチェックはありません。
★事前に大会諸注意事項をご覧いただき、ご不明な点がございましたらご来場時に質問ブースにて
役員、審判員へご質問ください。

