
　　代表者会議・抽選会資料

と　き　　令和2年3月21日（土）

ところ　　新潟テルサ・大会議室

　　　 主　催　　新潟市野球連盟

※延期



1.　主催者挨拶････････････新潟市野球連盟副会長　新発田貞夫

2.　競技運営に関する注意事項等・・・・・・・新潟市野球連盟理事長
　久保田吉汎

3.　2020年公認野球規則、2020年度版競技者必携の改定について
　 （一社）新潟県野球連盟審判技術指導員　錦沢広輝

◇　受付及び予備抽選（8時25分から8時55分）　※延期

4.　学童野球指導者資格制度義務化について
　　　　　　　　　 （一社）新潟県野球連盟理事　木津茂

休憩（10分）

6.　組み合わせ抽選

7.　選手宣誓の抽選

8.　事務連絡

9.　閉会挨拶････････････新潟市野球連盟副理事長　近藤泰則

◇　終了予定　11時45分

５．　新潟県青少年野球団体協議会と新潟メソッドについて
 　　　　　　　　　（一社）新潟県野球連盟理事　木津茂
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－１－

※本年度の県大会は８チームのトーナメントでみどりと森の運動公園野球場で開催する予定です。

◇◇◇ 開 催 要 項 ◇◇◇
【新潟市予選会】全市一区制で実施し、本年度は新潟市から２チームを選出し県大会へ出場する。

⑹ ﾘﾄﾙﾘｰｸﾞ・ﾎﾟﾆｰﾘｰｸﾞ等硬式ﾎﾞｰﾙを使用している団体に登録している者の出場は出来ない。

⑺　スポーツ傷害保険に加入していることが望ましい。県大会出場チームはスポーツ障害保健に加入しなければならない。

※本年度の開会式は8月に開催する全国大会のリハーサルを兼ねて実施します。

新潟市における学童野球の技術も年を追うごとに向上してきた。更にその基礎技術の育成と心身の健全な発育

及び体力の高揚に寄与し、お互いの親睦を図る。

一般社団法人新潟県野球連盟・新潟支部（新潟市野球連盟）

新潟市教育委員会・(公財)新潟市スポーツ協会・新潟日報社・ナガセケンコー㈱　(予定)

２０２０年４月１９日(日)～５月１０日（日）　〔予備日は５月１６日１７日〕

※天候不順等やむを得ない場合は追加日程や追加会場を入れる場合があります。

HARD OFF ECOスタジアム新潟、西海岸公園少年野球広場、津島屋運動広場、その他新潟市各区野球場

HARD OFF ECOタジアム新潟で４月１９日(日)午前１０時００分（受付8時30分より）

各チームはプラカードを作成し、当日持参して下さい。　

開会式の「有無等」については、テレホンサービス(電話０２５－２４５－４１８９)で確認願います。

テレホンサービスは、４月１８日(土)１６時００分以降に確認できます。

⑴　小学生(1年生以上)で編成されたクラブチームで、選手１０名以上２０名以内とする。

　　合同チームで参加する場合「ユニホームの混在」を新潟市予選会に限り認める。

　　但し、県大会へ出場する代表チームは認められない。

⑵ 予選会にユニホームが揃わない場合体操着に、背番号を着けて出場できる。

⑶　参加申し込後の選手の追加や背番号の変更、訂正は出来ない。

⑷　監督１名、コーチ（２名以内）は20歳以上でなければならない。

2020年度は指導者の資格規定はありません。2023年以降は（公財）全日本軟式野球連盟が認定する公認

スポーツ指導者資格（複数あり）の取得が必要となります。

⑸ 指導者はベンチ入りする際に必ず「2020年公認野球規則」「2020年度版競技者必携」「新潟メソッド」を携帯する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　(受付　8時25分　～　　8時55分)

会場: 新潟市中央区鐘木１８５－１８　新潟テルサ　３階「大会議室」

「2020年公認野球規則」と「2020年度版競技者」は抽選会当日に参加チームへ1冊ずつ大会本部より提供致します。

本大会の県大会出場チームはスポーツ少年団の予選会へ出場できません。

登録選手各々の在校する学校(学校長等)へ本大会への参加を「届け出」るようお願いします。

「新5年生の野球手帳」、は開会式の受付で代金引き換えで交付します。

⑻ 試合中の怪我等に伴う応急措置は主催者が行うがその後の処置は各チームで行い、主催者はその責めを負わない。

⑼ 全国瞬時警報システム（Jアラート）が発せられた時は大会運営者、施設管理者の支持に従うこと。

2020年公認野球規則、2020年度版競技者必携学童野球に関する事項及び別に定める新潟市予選会特別規則

を適用する。

※新潟市予選会に限り、試合当日９名以上の選手が揃えば試合を行うことができる。

但し、ケガ等により９名の選手を位置させることができなくなった場合は、規則により相手チームの勝ちとなる。

県大会以降の大会は10名以上の選手を揃えなければならない。

別紙、「参加申込書」「参加者登録名簿」を３月１日(日)までに新潟市野球連盟学童部各区担当窓口へ提出する。

詳細については「参加申込書」を参照のこと。

日時: 2020年3月21日（土）9時　～　11時45分（代表者会議・抽選会）　　※延期になりました

「新潟メソッド」は抽選会当日に参加チームへ2冊ずつ大会本部より提供致します。※延期になりました

※代表決定戦で県大会へ出場する２チームを選出します。（決勝戦は行わない）

１チームにつき12，000円。抽選会の受付にご持参ください。　※延期になりました



　　 ※第1試合のチームに限り、打順表の交換前までの間施設管理者等の許可があればその他の練習を認める。

8.　ベンチに入れる人員は、ユニフォームを着用した監督1名、コーチ2名以内、選手20名以内及びマネージャー

　　 スコアラーの各1名と熱中症対策担当2名以内とする。尚、チーム責任者、マネージャー、スコアラー、熱中症

　　 対策担当は私服としユニフォームの着用はできない（練習用ユニフォームも含む）

9.　監督、コーチ、チーム責任者は20歳以上でなければならない。

10.　素振り用長尺バット、パイプ、リングの球場内への持ち込みを禁止する。

6.　試合と試合のインターバルは20分を目安にして次の試合を開始する（競技者必携26頁）
　　 第2試合以降の試合開始時刻は前の試合終了に応じて変更になる場合があります。

7.　試合開始時刻になっても会場に到着しないチームは原則として棄権とみなす。
　　 第2試合以降のチームは開始時刻の60分前までに会場に集合し大会本部へ到着を届け出ること。

　　 までに提出する。提出部数は４部とし、控え選手もフルネームで記入する。
　　 打順表と登録名簿の照合後、会場責任者と審判員立会いのもと速やかに攻守を決定する。
　　 攻守を決定する際は監督と主将はユニフォームを着用すること（グラウンドコート等は脱ぐこと）
　　 監督と主将以外の者が代理して立ち会うことはできない（欠席していて代行を置く場合を除く）

3.　ケガ防止のため会場内でのトスバッティングを除くバッティング練習及びノックは禁止する。
　　 但し、施設管理者等の許可があればベンチ前でのノックを認める。

4.　ベンチ内での電子機器（スマートフォン、タブレット端末等）の使用を禁止する。
　　 携帯電話、スマートフォンのベンチ内への持ち込みは可能（試合中の使用は禁止）

5.　打順表の提出は第1試合に出場のチームは試合開始予定時刻の30分前までに提出する。
　　 第2試合以降のチームは試合開始予定時刻の40分前（準決勝と代表決定戦は4回表終了時）

2.　ベンチは組み合わせ番号の若い方を一塁側とする。

競技運営に関する注意事項

1.　2020年公認野球規則、2020年版競技者必携学童野球に関する事項及び別に定める新潟市予選会

　　　クイックピッチは大変危険な行為とされ、投手と監督に厳重注意が与えられます。　　
      塁上に走者がいる場合はボークを課す。（野球規則6.02a）

　　　本部等の承認が必要である。

13.　守備側からのタイムで試合が停止されたときは、投手は捕手を相手に投球練習はできない。

14.　投手の準備投球は（公財）全日本軟式野球連盟及び（一社）新潟県野球連盟の定めに従う。

15.　投手は投手板に触れて捕手からのサインを受けなければならない（ボークの宣告を受ける場合がある）

16.　投球のインターバルが長かったり無用な牽制球が度を過ぎると審判員が判断したら、遅延行為として投手に

11.　投手の変化球について（競技者必携28頁29頁）
　　  変化球を投げることを禁止する。変化球とは投手の故意か否を問わず審判員によって変化球と判断した

　　　場合をいう。
　　　変化球を投げたときのペナルティは競技者必携29頁に記載する通りとする。

12.　投手はリストバンド、手袋等を着用することはできない。負傷で手首に包帯等をする必要があるときは大会

　　特別規則を適用する。

（競技者必携26頁）

－２－

　　　ボークを課すことがある。（競技者必携34頁）

17.　投手は打者が十分な構えをしていない態勢のときに投球をしてはならない（クイックピッチ）



　　　 臨時代走は試合に出場している投手を除いた選手のうち、打撃の完了した直後の者

29.　突発事故の際のタイムについて（競技者必携25頁）
　　　 試合中、プレーヤーの人命にかかわるような事態が発生した場合、人命尊重を第一に、プレーの進行中で

　　　 あっても、審判員の判断でタイムを宣告することができる。この際、その宣告によってボールデッドとならな

　　　かったらプレイはどのようになったかを判断して、ボールデッド後の処置をとる。

－３－

　　　※以上の項目は2020年公認野球規則及び2020年度版競技者必携から抜粋しています。
　　　　 競技関係者は2020年公認野球規則及び2020年度版競技者必携を熟読してください。

26.　監督が季節や天候により、グラウンドコート等を着用している場合監督は、アピールや選手交代等をする

　　　 ときには、その身分を明らかにするために、グラウンドコート等を脱いで申し出ること。

27.　抗議権を有する者
　　　 監督か当該プレーヤー（コーチが代理することはできない）
　　　 監督に限りグラウンドに出て指示することができる。（コーチは試合中グラウンドに出てはならない）

28.　臨時代走について
　　　 打者が頭部に死球を受けたときには、球審は攻撃側の監督と協議し臨時代走の処置を行うことができる。

　　　 学童野球では塁上の走者が負傷した場合でも一時走者を代えないと試合の中断が長引くと審判員が判断

　　　 したときは、臨時代走の処置を行うことができる。（競技者必携26頁）

25.　選手の交代について
　　　 選手の交代等は監督が球審に通告し氏名とともに背番号を示しその旨を告げる。

23.　タイムについて（学童野球では監督のみとしコーチが代理することはできない）

　　　 タイムは1分以内を限度とする。 
　　　①守備のタイムの回数制限
　　　　 捕手または内野手が1試合に投手のもとへ行ける回数は3回以内とする。尚、タイブレークとなった場合は

　　　　 2イニングに1回行くことができる。野手または捕手が投手のもとへ行った場合、そこへ監督が行けば双方

　　　　 1回として数える。逆の場合も同様とするが投手を交代させた場合は監督のみ回数には含まない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（競技者必携31頁）

　　　②攻撃のタイムの制限

　　　 監督はタイムを要求するとき以外はみだりにベンチを出てはならない。

　　　 天候等により中止することもある。

　　　　  攻撃のタイムは1試合に3回以内する。尚、タイブレークは2イニングに1回とする。（競技者必携31頁）

24.　監督が投手のもとへ行く回数の制限（競技者必携31頁）
　　　①監督が1試合に投手のもとへいける回数は3回以内とする。尚、タイブレークは2イニングに1回行くことができる。

　　  ②監督が同一イニングに同一投手のもとへ2度目に行くか、行ったとみなされた場合（伝令を使うか、捕手または

　　　  他の選手に指示を与えて直接投手のもとへ行かせた場合）は、投手は自動的に交代しなければならない。 

　　　 連盟では交代した投手が他の守備位置につくことが許される。尚、他の守備位置についたときは同一イニン

　　 　グには再び投手には戻れない。

19.　次打者は必ずネクストバッターズボックス内で待機する。投手の投球に合わせて素振りをすることを禁止

　　　する。次打者以外はベンチの外で待機することはできない。（ベンチ内で待機）
　　　待機する姿勢は低い姿勢より立ったままの態勢でいることを推奨する。

20.　投手の準備投球中等に攻撃側の選手がベンチ前で素振りをすることはできない。

21.　各イニングの先頭打者とイニングの途中で投手が交代した後の先頭打者はその投手の準備投球が終了する

　　　 までネクストバッターズボックス内で待機し、球審の合図でバッターボックスへ向かうこと。

22.　内野手間の転送球について
　　　 最後にボールを受けた野手はマウンドに近づくことなく速やかに投手へ返球する。

18.　打者はバッターボックス内でサインを確認すること。
　　　 バッターボックスを出てサインを確認したり指示を受けると攻撃のタイムの制限を受ける場合がある。



（２）試合時間について。

　　 ※コーチ1人のブルペン捕手を認める（試合開始前までの間許可する）（競技者必携25頁）

－４－

（4）グラブについて
　　 競技者必携37ページ及び38ページの規定に反するグラブは使用できない。
（5）ヘルメットについて
　　①打者、次打者、走者及びベースコーチは両側にイヤーラップのついたJSBBマーク入りのヘルメットを必ず

　　　 着帽しなければならない。
　　②ボールボーイ及びバットボーイも危険防止のためヘルメットを着帽すること。
（6）捕手について（控え捕手及びブルペン捕手も含む）
　　 安全のためJSBBマークが付いたプロテクター、レガース、スロートガード付きのマスク、捕手用のヘルメット、

　　 ファウルカップを着用すること。尚、捕手用ヘルメットとマスクの一体型製品は使用を禁止する。

　　 行うことがある。

4.　用具について
（１）大会使用球
　　 ナガセケンコーJ号ボールを使用する。各チームは試合ごとにニューボールを2個以上提出する。
　　 但し、準決勝及び代表決定戦は大会本部が用意する。
（2）バットについて
　　 木製バット以外のバットの使用はJSBBマークのついたものに限る。
（3）スパイクについて
　　 スパイクの色は自由とし、全員同色でなくても構わない。

（５）抽選で勝敗を決する場合。
　　 ①審判員及び試合終了時に出場していた両チームのメンバーが投手からポジション順に終了あいさつの状態

　　　に整列する。
　　 ②抽選用紙に〇印、✕印各9枚記入したものを封筒に入れる。
　　 ③球審が18枚の封筒を持ち、先攻チームより1枚ずつ交互に選ばせる。
　　 ④二人の審判員が両チームの監督立会いのもとに開封し、〇印の多い方を抽選勝ちとする。

2.　投手の投球数制限（タイブレークの投球数も含む）

3.　試合日程について
　　 原則としてダブルヘッダーは行わない。但し、雨天等により大会運営上やむを得ない場合は一日2試合

　　 投手の投球制限については、肘・肩の障害防止を考慮し、１人の投手は、1日70球に達した場合、その打者が

　　 打撃を完了するか打撃を完了する前に攻守交代になるまで投球できる。（4年生以下は60球）
　　※1度降板した投手は70球に達するまでその試合やその日の試合に再登板できる。
　　※投手の投球数は公式記録上の球数ではなく実際に打者へ投球した球数とする。

（３）延長戦について。
　　①７回を完了または試合開始後１時間20分を経過し同点の場合は延長戦は行わず抽選とする。
　  ②準決勝及び代表決定戦は、7回を完了または５回終了時以降2時間30分を経過し同点の場合は延長戦は

　　　 行わず直ちにタイブレーク方式とする。
（４）タイブレーク方式について。
　　 継続打順で、前回の最終打者を一塁走者、その前の打者を二塁走者とする。すなわち、0アウト一塁二塁の

　　 状態にして、投手の投球数制限を尊守の上、続行する。
　　 ①準決勝は最大2イニングとし、勝敗が決しない場合は抽選とする。
　　 ②代表決定戦は勝敗が決するまで続行する。

新潟市予選会特別規則

1.　正式試合
（１）全試合７回戦とする。
　　①コールドゲーム（全ての試合に適用する）
　　　㋐5回以降7点差以上で得点差によるコールドゲームを適用する。
　　　　 県大会以降は得点差によるコールドゲームの適用はない。
　　　㋑暗黒、降雨などで7回までイニングが進まなくとも5回を終了すればゲームは成立する。

　　①試合開始後１時間２０分を経過した場合は、新しいイニングに入らない。
　　②準決勝及び代表決定戦は、５回終了時以降2時間30分を経過した場合は、新しいイニングに入らない。



投手の投球数記録方法例について（参考）

　※2019年全国大会の投球数カウント作業
　写真（右）のような表示板を両チームのベンチ

　から見える位置に設置
　写真（左）は2019年全国大会の実際の様子
　表示板操作担当、左図のような集計表の記
　入担当、投球数計測器で投球数を補佐する

　担当の3人１組のクールで1試合を担当
　新潟市予選会もこの方法を準用する予定

5.　競技者のマナーに関する事項等
（1）競技者必携36ページ記載事項を厳守すること。
（2）選手や審判員に対する聞き苦しい野次は厳禁とする。また、応援団の野次及び目に余る行為はチームの責任

　　 とする。また、投手が投球姿勢に入ったら応援を慎むようにすること。
（3）ベンチ外の応援席、ボールボーイ席等から選手に指示または指示と思われる行為は禁止する。
（4）会場施設の敷地内は禁煙です。原則喫煙所はありません。
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第1試合 第2試合 第3試合 第4試合
１日4試合日 8:30 10:10 11:50 13:30
１日3試合日 9:00 10:40 12:20
１日2試合日 9:00 10:40

第1試合 第2試合 第3試合 第4試合
8:30 10:30 12:30 14:30

代表決定戦 9:00 11:00

第1試合 第2試合 第3試合 第4試合
12:00 13:40

西海岸公園 13:20 15:00

4試合日
3試合日
2試合日

　　投球数の計測、表示、記録等の方法（作業）は変更となる場合があります。
　  会場によって、試合前の会場設営ライン引きや試合後の後片付けを協力して頂くことがあります。

－６－

※準決勝と代表決定戦は球審、塁審ともに新潟市野球連盟公認審判員が担当する。

3.　ボールボーイ及び補助員について
　　全ての試合のボールボーイは試合の当該チームより2名ずつで担当する（大人、子供どちらでもよい）
　　ボールボーイを担当する者は必ずアップシューズ及び帽子を着帽すること。
　　学童がボールボーイを担当する場合はヘルメットを着用すること。

　  補助員は20歳以上の方を選出してください。
　  補助員は自チームの当該試合の開始予定時刻の1時間前に球場本部に集合して打ち合わせをしてください。

　　守備側チームの補助員が投手の投球数をカウントし記録します。攻撃側の補助員はその補佐をする。
　　攻守が入れ替わったらカウントを記録する補助員と補佐をする担当も入れ替わります。

　  ボールボーイとは別に投手の投球数制限をカウントするための補助員を各チーム2名の選出をお願いします。

　※担当する試合の開始予定時刻の30分前までに会場の本部へ集合する。
第1試合

第2試合から各2名ずつ

第3試合から各2名ずつ

第2試合から各2名ずつ

第2試合
第1試合から各2名ずつ

第1試合から各2名ずつ

第1試合から各2名ずつ

第3試合
第4試合から各2名ずつ

第2試合から各2名ずつ

第4試合
第3試合から各2名ずつ

新潟市予選会運営の適用について

1.　試合の開始予定時刻
①通常の試合日（開会式日と準決勝・代表決定戦を除く日）

②準決勝と代表決定戦

準決勝

③開会式当日の試合

HARD OFF ECOスタジアム新潟

※雨天等により大会日程が変更になった場合は時刻が変更となる場合があります。

2.　帯同審判（塁審）の割り当てについて

※試合の有無は原則全会場一斉に決定することとし９時頃を目途とする。それまで待機をしてください。

※日程が変更となった場合は大会本部からチームの連絡責任者へ連絡します。



会場担当
加藤政明
高橋忠
高橋忠
竹谷耕作
高橋誠
高橋勲
青木昭一
風間哲也
中原龍男
内藤正明
敷地一孝

小針野球場 新潟市西区小針1-5-1 090-5408-4397
津島屋運動広場 東区津島屋6-5-1

大会プラカードについて

－７－

豊栄木崎野球場 北区木崎491番地 090-3757-4594
城山運動公園野球場 西蒲区峰岡580 090-3757-4594
新津金屋運動広場 秋葉区金屋２６０番地1 090-2560-3470

かわね公園 江南区亀田工業団地1-2528-17 090-3083-9584
黒埼地区野球場 西区木場630-1 090-2463-3905
味方野球場 南区七穂25-1 090-4838-7064

090-1693-7570
中地区運動広場 東区下山1丁目93-1 090-3215-9616

5.　会場責任者一覧
試合会場 会場所在地 携帯電話番号

HARDOFFECOスタジアム新潟 中央区長潟570 090-5430-1153
西海岸公園 中央区関屋1-93 090-5408-4397



　　　グッドコーチ、グッドプレーヤの育成にご理解をお願いいたします。

「公認学童コーチ」資格義務化について

　　　学童野球の指導者は、目まぐるしく変わる社会情勢の中で、多様なニーズに応えていかなければ
　　　ならなくなってきました。
　　　こうした学童野球の指導者に対し、全日本軟式野球連盟（全軟連）では、学びの場と環境を提供し
　　　指導力の向上を図るため、公認指導者制度を設けることといたしました。
　　　一貫したカリキュラムにより指導者養成することで、次世代を担う子供たちに野球の楽しさを伝え、
　　　障害から守り、すそ野を広げることが期待できるようになります。
　　　学んだことの証がライセンス（資格）になります。これにより指導者の位置づけが明確になり、社会的
　　　な信用も得られることになります。

－８－
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