
平成30年度 北海道中学校体育大会 

第 69回 北海道中学校軟式野球大会開催要項 

 

01．主  催  北海道中学校体育連盟・北海道教育委員会・知内町教育委員会・北海道軟式野球連盟 
 

02．主  管  渡島地区中学校体育連盟・北海道軟式野球連盟函館支部 
 

03．後  援  北海道・知内町・木古内町・北海道都市教育委員会連絡協議会・北海道町村教育委員会連合会 

03．後  援  北海道中学校長会・渡島小中学校長会・(公財)北海道体育協会・(一財)知内町体育協会・(一財)木古内町体育協会 

03．後  援  北海道PTA連合会・札幌市PTA協議会・北海道新聞社・(一財)北海道高等学校野球連盟・(NPO)北海道野球協議会 
 

04．会  期  平成30年7月28日(土)～7月31日(火)  ※4日間・雨天順延 
 

05．会  場 (1) 競  技  知内町しおさい野球場    7月28日(土)～31日(火) 

05．会  場 (1) 競  技   〒049-1103 上磯郡知内町字重内983  ℡ 01392‐5‐5302 

木古内鷹取(たかとり)球場   7月29日(日)～30日(月) 

〒049-0422 上磯郡木古内町本町450‐3  ℡ 01392‐2‐4000 

05．会  場 (2) 監督会議  知内町中央公民館 1F講堂  ( 9:30～10:30) 

05．会  場 (2) 監督会議   〒049-1103 上磯郡知内町字重内210  ℡ 01392‐5‐6855 

05．会  場 (3) 開 会 式  知内町しおさい野球場    (11:30～12:00) ※雨天時：知内町スポーツセンター 

05．会  場 (3) 開 会 式   〒049-1103 上磯郡知内町字重内21‐1  ℡ 01392-5-6855 

05．会  場 (4) 閉 会 式  知内町しおさい野球場    (15:30～16:00) 
 

06．日  程 

 9:00  9:30       10:30  11:30   12:00  13:00                     17:00 

第1日 

7月28日（土） 

 受付 監督・主将会議  開会式  競技開始 1回戦2試合  

（知内町中央公民館）   （知内町しおさい野球場） 

第2日 

7月29日（日） 

 競技開始(9:00)  知内町しおさい野球場 2回戦 4試合          競技終了(17:00) 

 木古内鷹取球場  2回戦 4試合 

第3日 

7月30日（月） 

 競技開始(10:00) 知内町しおさい野球場 準々決勝 2試合 競技終了(14:00) 

           木古内鷹取球場     準々決勝 2試合 

第4日 

 7月31日（火） 

 競技開始(9:00)  知内町しおさい野球場  準決勝 2試合  決勝(13:30予定) 

      ・第3位表彰式 (準決勝終了後)  ・閉会式(15:30予定)    
 

07．大会開催区分  北海道を札幌市及び14管内に分けて行う。 
 

08．参加資格 (1) 北海道中学校体育連盟に加盟する中学校・中等教育学校・義務教育学校に在籍する生徒で、北海道中学

校体育大会への出場資格を得、当該学校長及び当該地区中学校体育連盟会長が出場を認めた生徒とする。 

08．参加資格 (2) 年齢は、平成15年4月2日以降に生まれたものに限る。 

08．参加資格 (3) 前項以外の生徒が希望する場合は、平成 30年 6月 30日までに北海道中学校体育連盟に申し出ること。 

(4) 北海道中学校体育大会に学校教育法第134条の各種学校(第1条に掲げるもの以外)の参加を認める。 

但し、詳細については北海道中学校体育大会開催基準による。 

(5) 参加生徒の引率者及び監督は、当該学校の校長・教員・部活動指導員とする。 

08．参加資格 (6) 監督・引率者は、部活動の指導中の暴力等により、任命権者又は学校設置者から懲戒処分を受けていな 

いものであること。外部指導者は校長から暴力等による指導措置が無いこと。 

(7) 外部指導者(コーチ)は、当該学校の校長が認めたもので北海道中学校体育連盟に登録された者とする。  

(8) チームは、単一学校の生徒で編成されたものであること。但し、当該地区中学校体育連盟会長が認めた

合同チームはその限りではない。複数校合同チームの引率・監督は出場校の校長または教員があたるもの

とする。但し、やむを得ない場合は代表監督・引率を認める。 

(9) 参加者は、開催要項に掲げる個人情報の取り扱いについて了承するものとする。 

(10) 第35回全日本少年軟式野球北海道大会に参加申込み(登録)した選手は、本大会に参加することはできない。 
 

09．参加チーム   札幌市(2)、管内代表(14)、開催管内(1)、開催地(1) の計18チームとする。 
 

10．登録人数    監督1名(校長・教員・部活動指導員)、コーチ2名以内(但し、外部指導者は1名以内)、 

スコアラー1名以内、選手 9～18名以内とする。※全国大会ではスコアラーは選手 18名に含まれる。 
 

11．大会規則 (1) 2018公認野球規則及び、2018年（公財）全日本軟式野球連盟競技者必携、並びに別に定める大会特別

規則及び申し合わせ事項による。 



       (2)  使用球は、（公財）全日本軟式野球連盟公認のものとする。 

       (3) その他の使用器具は、（公財）全日本軟式野球連盟公認のものとする。 

(4) 投手は１日９イニングまでを限度とする。（ただし、タイブレーク方式は除く） 
 

12．競技方法 (1)  全試合をトーナメント方式とし、各試合は７回戦とする。 

       (2) 得点差によるコールドゲームは、5回終了以降７点差以上とする。 

       (3) 延長戦は全試合9回までとし、それでも勝敗が決しない場合はタイブレーク方式を行う。 
 

13．組合せ抽選   開催地において次の日程により、主催者・開催地関係者・専門委員長立ち会いのもと、 

12．組合せ抽選   公開で抽選を行う。 

12．組合せ抽選   (1) 日 時  平成30年7月20日(金) 15:00～ 

12．組合せ抽選   (2) 場 所  知内町立知内中学校 会議室 〒049-1103 上磯郡知内町字重内22-1 

12．組合せ抽選   (2) 場 所   ℡01392-5-5024 ／ Fax01392-5-5833 
 

14．参 加 料  1チーム 30,000円 (※参加申込と同時に納入) 
 

15．表  彰  (1) 入賞は3位までとする。(3位、4位決定戦は行わない。) 

14．表  彰  (2) 優勝・準優勝校には、それぞれ優勝旗・準優勝旗を授与する。 

14．表  彰  (3) 入賞チームの選手(登録選手18名まで)にメダルを授与する。※スコアラーは授与しない。 
 

16．大会参加申込  (1) 参加資格を得た学校は、所定の①「参加申込書及び選手登録名簿」と②「参加校プ 

15．大会参加申込  (1) ログラム掲載用原稿」(いずれもCDに入っている)に必要事項を記入(入力)し、①と 

15．大会参加申込  (1) ②のデータをEメールで下記・大会事務局へ送り、あわせて①をプリントし、職印 

15．大会参加申込  (1) を押した後に所属の地区中体連事務局に参加料(30,000円)を添えて提出する。 

15．大会参加申込  (2) 当該地区中体連事務局は、参加資格を得た学校から提出された上記①に必要事項を 

15．大会参加申込  (2) 記入・押印し、①は下記申込先に郵送し、参加料は下記振込先に振り込むこと。 

             いずれも期限厳守とする。 

15．大会参加申込  (3) 申込締め切り  平成30年7月18日(水)必着 

15．大会参加申込  (4) 申込先 

 

 

 

 

15．大会参加申込  (5) 参加料振込先 

 

 

 
 

17．宿  泊   宿泊に関することは、「宿泊等要項」により、指定宿泊とする。開催地の指定された宿泊施設に 

「名鉄観光函館支店」を通して必ず宿泊すること。 
 

18．全国大会   優勝校・準優勝校は、北海道を代表して全国大会への出場が認められる。 

17．への参加  (1)  期 日：平成30年8月19日(日)～23日(木) 予備日24日(金) 

17．への参加  (1)  開催地：広島県 呉市、東広島市、広島市   開会式：呉市総合体育館(オークアリーナ) 

試合会場：呉市二河野球場、東広島運動公園野球場、コカ・コーラウエスト野球場 
 

19．個人情報の (1) 大会参加者の氏名・所属・学年は、プログラム、掲示板、ホームページ及び記録集「闘志と栄光 

18．取り扱い  (1) の軌跡」へ掲載するために利用する。 

18．個人情報の (2) 選手の大会成績はホームページ及び記録集「闘志と栄光の軌跡」へ掲載するために利用する。 

18．個人情報の (3) 選手の写真は、記録集「闘志と栄光の軌跡」へ掲載するために利用する。 

18．個人情報の (4) 選手の生年月日は、年齢を確認するために利用する。 

18．個人情報の (5) 引率者または監督の連絡先は大会運営のため緊急を要する場合に利用する。 

18．個人情報の (6) 大会参加者の投・打についてはプログラム、ホームページに記載するために利用する。 
 

20．そ の 他  (1) 地区専門委員長は、地区代表決定戦のプログラムができ次第、大会事務局に送付すること。 

19．そ の 他  (2) 参加校は、地区優勝旗を持参すること。 

19．そ の 他  (3) 選手の移動に必要な乗り物は、各参加校で手配する。 

19．そ の 他  (4) 駐車場が十分確保できない場合があるので、選手の移動する乗り物を最優先とする。 

19．そ の 他  (5) 雨天の場合は、大会事務局より別途指示する。 

〒041－1121 北海道亀田郡七飯町大中山3－291－1 七飯町立大中山中学校内 

 第69回北海道中学校軟式野球大会実行委員会  事務局長 伊與田 篤 

℡0138－65－2221 ／ Fax0138－65－1349 

 E-mail：osimatyuutairenn@yahoo.co.jp 

金融機関：渡島信用金庫  赤松街道支店  普通預金 

店舗番号：０１５   口座番号：００３７００２ 

口座名：Ｈ３０全道
ぜんどう

軟式
なんしき

野球
やきゅう

大会
たいかい

 実行
じっこう

委員長
いいんちょう

 岩井
いわい

 祐巳
まさし

 

金融機関   

店舗番号         口座番号 

口座名 


