
第４４回 広島県中学校軟式野球選手権大会要項 

 

１ 主 旨  本大会は，中学校教育の一環として，中学校生徒に広くスポーツ活動の機会を与え，競技力

の向上とアマチュアスポーツ精神の高揚を図り，心身ともに健全な生徒を育成するとともに，

相互の親睦を図ることにより中学校体育・スポーツの振興と競技力向上をねらう。 

２ 主 催 広島県中学校体育連盟  広島県教育委員会  広島県軟式野球連盟 

３ 共 催   東広島市教育委員会   呉市教育委員会  海田町教育委員会 

４ 後 援 (公財)広島県体育協会  広島県公立中学校長会  広島県ＰＴＡ連合会 

中国新聞社 

５ 主 管 呉賀茂地区中学校体育連盟   

６ 会 期 令和元年７月２０日（土）～２１日（日） 予備日 ７月２２日（月） 

７ 日 程 第１日目 監督会議（会場ごと）   ８：３０ 

試合開始         ９：３０ 

 第２日目 試合開始         ９：００ 

               閉会式（決勝戦進出校）  決勝戦終了後 

８ 会 場 東広島運動公園野球場      （東広島市西条町田口67－１）  TEL(082)425-2525 

虹村公園野球場         （呉市広多賀谷2丁目9） 

         ミツトヨスポーツパーク郷原野球場（呉市郷原ワラヒノ山地内）  TEL(0823)33-0608     

         海田総合公園野球場        （安芸郡海田町蟻ケ原） 

９ 参加資格    (１) 広島県中学校体育連盟に加盟する生徒で，学校長が参加を認めたもの。 

(２) 年齢は，平成１６年４月２日以降に生まれたものに限る。 

(３) 前項以外の生徒が参加を希望する場合は，その年度の６月３０日までに各郡市の中学校

体育連盟を通して広島県中学校体育連盟に申し出ること。 

(４) 引率・監督は当該校の校長・教員・部活動指導員※とする。 

  （※部活動指導員とは学校教育法施行規則第78条の２に示されている者とする。） 

  外部コーチを１校・１チーム１名おくことができる。外部コーチは，出場校の校長が認め

た者とし，所定の「コーチ確認書（校長承認願）」を提出する。ただし，当該校以外の校長・

教職員（一貫校および同一敷地内の系列校を除く小・中・高・高等専門学校を除く）は，

外部コーチになれない。また，同一人が複数校の外部コーチにはなれない。 

（５） 大会引率者の特例 

① 広島県中学校体育大会の引率者特例措置規程にもとづき，当該校の校長より申請され，

広島県中学校体育連盟会長が認めた保護者または地域のスポーツ指導者。 

            ② 参加を希望する学校は，広島県中学校体育大会の引率者特例措置規程および細則を遵

守すること。 

             ③ 所定の様式を，参加申込書とともに各競技の申込先へ提出すること。 

 ④ コーチをつけることは，認められない。 

(６) 大会参加チームの特例 

  ① 広島県中学校体育大会にかかわる複数校合同チーム編成規定にもとづき各郡市中学

校体育連盟に申請して承認され，県中体連理事会・軟式野球専門委員会に報告された複

数校による合同チーム。 

② 参加を希望する複数校は，広島県中学校体育大会（県選手権）に係わる複数校合同チ

ーム編成規程を遵守すること。 

③ 複数校合同チームの引率・監督は出場校の校長・教員・部活動指導員とする。ただし，

やむを得ない場合は校長・教員（部活動指導者は含まない）による代表引率・監督を認

める。 

(７) 参加資格の特例 

学校教育法第１３４条の各種学校（１条校以外）に在籍し，各郡市中学校体育連盟の予

選会に参加を認められた生徒であること。 

         （８） 本大会に出場するチーム・選手の引率者・監督・部活動指導員・外部コーチ・トレーナ

ー等は，部活動の指導中における暴力・体罰・セクハラ等により，任命権者又は学校設置

者から懲戒処分を受けていない者であることとする｡校長はこの点を確認して，大会申込書

を作成する。なお外部の指導者は校長から暴力等に対する指導処置を受けていないことと

する。 

 

 



10 参加制限 (１) 広島４，竹・廿１，芸北１，呉・賀茂３，南部２，備北２，福山３  計１６チーム 

(２) 各チームは監督（引率責任者）１，引率者１，コーチ１，選手１８，記録員１の計２２

名以内で編成する。引率教師と監督，引率教師とコーチは兼任可とする。 

11 大会負担金 (１) 登録選手１人につき，９００円とする。 

  (２) 納入方法 

      ア 参加申込みと同時に各郡市中体連に納入すること。 

      イ 納入方法については，各郡市中体連の定めによる。 

      ウ 各郡市中体連はとりまとめて，県中体連が指定する口座に振り込むこと。 

12 競技規則 2019年度公認野球規則及び全日本軟式野球連盟競技規則並びに大会特別規定による。 

13 競技方法 (１) １試合７イニングとし，トーナメント戦とする。 

  (２) 得点差によるコールドゲームは，５回以降７点差とする。（決勝戦も含む） 

(３) 降雨，暗黒によるコールドゲームは，５回以降とし，その時点での得点をもって勝敗を

決定する。ただし，試合不成立または同点の場合は大会本部で協議する。 

(４) 延長戦は２イニングまでとし，勝敗がつかない場合は特別延長戦を行う（最大２イニン

グまで）。それでも勝敗がつかない場合は，最終出場選手で抽選を行う。ただし，決勝戦は

勝敗が決するまで繰り返す。 

（５） 第３代表決定戦は９０分間を超えて新しいイニングに入らない。勝敗がつかない場合，

延長戦は行わず，特別延長戦を行う（最大２イニングまで）。それでも勝敗がつかない場合

は，最終出場選手で抽選を行う。 

14 試 合 球 軟式野球 M号球（ナガセケンコー製，ダイワマルエス製，内外ゴム製）とし，選手の選択権は

認めない。 

 

15 組 合 せ   県中体連専門委員会にて，各地区専門委員長が代理抽選を行い決定する。 

16 監督会議   ７月２０日(土) ８：３０～  各会場にて行う。監督が出席すること。 

17 表 彰 優勝校に賞状・優勝旗・優勝カップを授与し，２・３位校に賞状を授与する。 

18  参加申込 (１)期  限    ６月２１日（金） 

  (２)申込先    〒７３７－０８１１  呉市西中央４丁目１０番５２号  

呉市立呉中央中学校内   山崎 努 宛 

                TEL ０８２３－２１－２８２８  FAX ０８２３－２４－９８４８ 

E－ｍａｉｌ ｋｒｃｃ＠ｋｕｒｅ－ｃｉｔｙ．ｊｐ 

※なお，郵送と同時に，電子データによる送付にもご協力ください。 

19  宿泊申込 希望する学校は、広島県中学校体育連盟事務局に問い合わせをすること。 

20  そ の 他   (１) 選手は背番号をつけ，背番号は１～１８までとする。 

(２) 監督は背番号３０をつけ，コーチは背番号２９をつける。 

(３) ルール上の疑義に対しては，監督または当事者に限りこれを質問できる。 

(４) ベンチ（ダッグアウト）には，上記の２２名以内のみ入ることができる。 

(５) 監督・コーチは必ず選手と同じユニフォーム（スパイクも含む）を着用する。(スパイク

はポイント可) 

(６) 捕手は必ずマスク，スロートガード，レガーツ，ヘルメット，プロテクター、ファウル

カップを着用すること（マウンド・ブルペンを使っての投球練習は，控えの捕手も含め，

マスクを着け，原則フル装備で行う）。 

(７) 攻撃側の選手（打者，次打者，走者，ランナーコーチ，バット引きの選手）はヘルメッ

ト（両耳）を着用する。 
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Ａ：ミツトヨスポーツパーク郷原野球場    Ｂ：虹村公園野球場  Ｃ：海田総合公園野球場Ｄ：東広島運動公園野球場 ※会場の位置は仮である。。 

 

中 

               



(８) ハイカット型のストッキングの着用及びストッキングを引っ張りあげることは，下腿部

の保護にならないため禁止する。 

(９) 申込み後の選手変更は，第１日目の監督会議の場においてのみ認める。 

(10) 監督（引率責任教師）は，試合中の選手及び応援者のマナー・行動について，十分指導

し，全責任を持つこととする。 

(11) 各校(応援者を含む)で出したゴミはすべて持ち帰ること。 

(12) ベンチ（ダッグアウト）内への携帯電話・無線等の通信機器の持ち込みは禁止する。 

(13) 特記なき事項については，「中国ブロック中学校野球大会競技運営に関する中国中学校体

育連盟取り決め事項」および「広島県中学校体育連盟軟式野球専門委員会大会運営に関す

る申し合わせ事項」に準拠する。 

(14) 開会式は行わない。閉会式は決勝進出２校で行う。３位表彰は，準決勝終了後直ちにベ

ンチ前で行う。 

(15) 上位２校は，８月６日（火）から島根県で行われる中国中学校選手権大会に出場できる。

中国大会に出場権を得たチームは，必ず出場すること。（申込み後の疾病・傷害等による欠

場は除く） 

(16)  会期中の悪天候等への対応について 

午前６時に気象庁（気象台）より開催地に警報が発表されたときは，大会（競技）の

運営を原則として見合わせる。 

・警報の内容によって開催地には特に影響がないときは，開催地実行委員会が安全を

確認し，競技役員が安全確保（対策）の配慮の上，実施することができる。詳細は

出場校の手引きに掲載する。 

・競技中に警報が発表されたときは，競技の実施を中断するなどの緊急安全対策を講

じる。 

                             注１ 選手（団）だけでなく，競技役員・生徒役員も含めて安全対策を考える。 

      注２ 状況を常に関係者（引率者）に情報提供を行う。 

 

(17)  個人情報のうち，大会運営上必要な選手名・学年・所属について公開します。なお，報

道機関に記録の提供を求められた際には記録の提供をします。参加校にあってはその旨を

承諾のうえ参加申込みを行うこと。 

(18) 中国大会出場チームは以下の手続きで，中国大会負担金を事前納入すること。 

  ア 登録選手１名につき，2,000円とする。（生徒の記録員は含む） 

  イ 参加申込と同時に，各競技専門委員長に県選手権終了後２日以内に納入すること。 

  ウ 納入方法は，口座に振り込むか広島県中体連軟式野球専門委員長に現金を持参するこ

と。 

 エ 広島県中体連軟式野球専門委員長は，中国大会参加チームの負担金をとりまとめて，

広島県中学校体育連盟の指定する口座に，期日までに振り込むこと。 

 

 


