
平成29年7月22日.

流山市ソフトボール協会

１．期日 8月27日、9月3日、10日（予備日9月24日）

２．会場 おおたかのもりスポーツフィールド

３．開会式 8月27日 　8時40分開始

４．大会規定 29年度JSAルールによる。但し、下記の特別ルールを採用する。

（１） 試合開始時に整列していない登録選手の当該試合への参加は認めない。

（２） 試合は7回戦とし、80分を超えて新しい回に入らない。

（３） 4回10点、5回以降7点差以上の場合、コールドゲームとする。

（４） 7回又は規定時間終了時、同点の場合は引き分けとする。

（５） チームの集合は試合開始予定時刻の30分前とする。

①

②

③

（６） 試合方法は各ブロックによるリーグ戦とし、「勝ち2点」「引き分け1点」とする。

① 尚、順位は勝ち点による。

② 同一勝ち点の場合は当該チームの対戦成績の勝者を上位とする。

③ 当該チームの対戦成績が引き分けの場合、大会総失点で上位を決める。

リーグ戦の勝ち点は「勝ち2点」「引き分け1点」。

（７） ベンチは原則として上記載チームを1塁側とする。

（８） 試合開始後、荒天により5回終了前に試合進行が困難な場合は無効試合とする。

① 無効試合の場合、再試合となる。荒天サスペンデドゲームは採用しない。

②

③

５．入替制

（１）

（２）

（３） 特別措置：荒天により消化できない試合が発生した場合、ブロック間の昇降格入替は実施しない。

６．その他

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（7）

（８） 各チームは試合終了後、ベンチ周囲の清掃を責任を持ってする事。（空き缶、ゴミ袋等）

（９）

８．メンバー 開会式前までに2部(Aブロックのみ3部）大会本部に提出する事。

９．大会参加チーム

向小金ファイナルズ 東部フレッシューズ つくしサーティーズ

流山ビクトリー 美田エンジョイズ 流山ペガサス

北シーダーズ 小金オールドボーイズ ワッハッハ

富士見台クラブ 中ノ坪ランボー グーニーズ

初石シーワールド

組合表の試合開始時刻は目安とし、直前の試合終了後、速やかに対戦チーム監督と試合開始時
間を協議確認する。担当審判チームは試合開始時間を大会本部に連絡する。

対戦する両チームは試合開始決定後、試合開始の15分前からのフィールディングまでの間を自
由練習することができる。

各チームは試合進行の邪魔にならない範囲で、デッドボールゾーンで準備運動、キャッチボール
をすることができる。但し、バットを使用した練習は禁止とします。

グランド外でボール、バットを使用しないこと。また、準備運動、練習を禁止とします。

駐車場誘導担当は4人以上を目安に7時45分集合し、駐車誘導を行う。第1試合開始後は、①駐車
場1名以上、②臨時駐車場2名以上で常時駐車誘導をおこなう。

担当審判チームは球審、各塁審、ボール供給、スコア記録に加え、ホームラン判定2名の7名以
上で対応すること。直前試合終了後、速やかに対戦チーム監督と試合開始時間を協議確認する

Aブロック Bブロック Cブロック

当日の最終試合後のグランド整備は割当てられたチームが担当する。ピッチャーズプレートの穴は
埋め戻し、水を撒いて整備を終える事。

参加チームは選手移動について、車両相乗りなど、乗入車両を少なくすることに協力ください。
所属チーム名を明記した紙を車内のよく見えるところに置いてください。

大会2日目以降、メンバー変更（追加選手登録）がある場合、試合当日のAM8時30分まで
に大会本部にメンバー表を提出の事。（※時間締切以降認めません）

平成29年度　流山市ソフトボール協会秋季大会要項

「Aブロック5位チーム」がB降格、「Bブロック1位チーム」がA昇格する。

「Bブロック4位チーム」がC降格、「Cブロック1位チーム」がB昇格する。

グランド内はすべて禁煙とします。

ホームベースより70ｍにホームランゾーンを設ける。打球がノーバウンドで超えた場合ホームラン
とし、1バウンド以上で超えた場合はエンタイトルツーベースとする。選手やグラブに当たって出た
ボール、野手の送球が出た場合はボールデッド、テイクツーベースとする。

再試合日時決定後、両チーム再試合が困難な場合、引き分けとする。引き分けスコアは、中止時
の両チームの低いスコアとする。（例：中止時5-2ならば、2-2引き分け）

再試合日時決定後、片方のチームが再試合困難な場合、再試合可能なチームの勝利とする。

路上駐車及び、指定された駐車場、臨時駐車場外の駐車は禁止です。（コミュニティプラザ用舗装
駐車場は原則利用不可）



審 審

判 判

8:40

1 9:10 ワッハッハ 北シーダーズ

（開始時間は目安） グーニーズ 初石シーワールド

8 2 11:00 つくしサーティーズ 流山ビクトリー

月 （開始時間は目安） 流山ペガサス 向小金ファイナルズ

27 3 12:50 流山ペガサス 初石シーワールド

日 （開始時間は目安） ワッハッハ 富士見台クラブ

4 14:40 富士見台クラブ 北シーダーズ

（開始時間は目安） 向小金ファイナルズ 流山ビクトリー

1 9:00 流山ビクトリー 東部フレッシューズ

（開始時間は目安） 富士見台クラブ 中ノ坪ランボー

9 2 10:50 初石シーワールド 小金オールドボーイズ

月 （開始時間は目安） 向小金ファイナルズ 美田エンジョイズ

3 3 12:40 北シーダーズ 中ノ坪ランボー

日 （開始時間は目安） 富士見台クラブ 小金オールドボーイズ

4 14:30 初石シーワールド 北シーダーズ

（開始時間は目安） 流山ビクトリー 向小金ファイナルズ

1 9:00 美田エンジョイズ ワッハッハ

（開始時間は目安） 東部フレッシューズ つくしサーティーズ

9 2 10:50 小金オールドボーイズ グーニーズ

月 （開始時間は目安） 東部フレッシューズ つくしサーティーズ

10 3 12:40 美田エンジョイズ グーニーズ

日 （開始時間は目安） 中ノ坪ランボー 流山ペガサス

14：30頃

※駐車場誘導は第3試合開始まで担当ください。

①駐車場　（2試合目②含）

②臨時駐車場（1試合目①含）

①駐車場　（2試合目②含）

②臨時駐車場（1試合目①含）

①駐車場　（2試合目②含）

②臨時駐車場（1試合目①含）

グーニーズ

つくしサーティーズ

北シーダーズ

美田エンジョイズ

富士見台ク
ラブ

駐車場誘導

平成２９年度 流山市ソフトボール協会秋季大会

おおたかのもりスポーツフィールド（8月27日･9月3日･10日（予備日9月24日）

試合
日程

開　始
A　面 B　面

第
一
日

グランド設営 流山ペガサス 流山ビクトリー

開　　　　会　　　　式

向小金ファイナルズ

小金オール
ドボーイズ

流山ビクト
リー

時　間

グーニーズ
流山ビクト
リー

つくしサー
ティーズ

初石シー
ワールド

東部フレッ
シューズ

小金オールドボーイズ

流山ペガサ
ス

グランド設営 中ノ坪ランボー グーニーズ

グランド設営 初石シーワールド 美田エンジョイズ

北シーダー
ズ

閉　　　　会　　　　式

※グランド設営は08：00分からです。

※プレイヤー集合時刻は試合開始30分前です。開始時間は目安です。早めの集合に協力ください。

※各日程の最終試合チームがグランド整備と用具片付けを行う。

小金オール
ドボーイズ

流山ペガサ
ス

中ノ坪ラン
ボー

ワッハッハ

東部フレッ
シューズ

つくしサー
ティーズ

駐車場誘導

駐車場誘導

ワッハッハ
北シーダー
ズ

第
二
日

第
三
日

中ノ坪ラン
ボー

向小金ファイ
ナルズ

美田エンジョ
イズ

富士見台ク
ラブ



おおたかのもりスポーツフィールド利用駐車スペース

①駐車場(25～27台)

②臨時駐車場(40台)

役員
Bブロック開会式出席
者用（初日のみ）



※臨時駐車（40台）について

案内板（駐車場誘導担当）

風 景



8/27 審判部、役員で重なりを少なく
するよう位置決めを行い、グランド設営
担当チームが設営を行う

Ａ面

Ｂ面

グランド設営について

ホームランゾーン70mを設ける。
ノーバウンドで超えた場合は
・ホームラン適用。
・それ以外はエンタイトルツーベース。

・選手やグラブに当たって出たボール、野手の送球が出
た場合はボールデッド。テイクツーベース


