
　　　　　　　　　第63回 高知職場早起き軟式野球大会開催要項
１． 目　　　　的 　　高知市ならびにその周辺の勤労者に勤労意欲の向上と社会人としての精神ならびに身体の向上に寄与することを目的とする。
２． 主　　　　催 　　高知市・高知県軟式野球連盟・高知新聞社・ＲＫＣ高知放送
３． 後　　　　援 　　高知商工会議所・ＮＨＫ高知放送局
４． 協　　　　賛 　　ナガセケンコー・内外ゴム・ダイワゴム・サッポロビール
５． 主　　　　管 　　高知職場早起き軟式野球大会実行委員会
６． 参加資格  　　商店・会社・官公庁等を母体とした職場ならびに各地町内会及びクラブチーム等で組織したチームとする。 
　 　　　　　　壮年の部は令和4年４月１日現在満40歳以上の者とする。 還暦の部は令和4年４月１日現在満60歳以上の者とする。 
 　　　　　　ただし、 次の者を除く。 
 　　　　 　　１　全日制高校生・大学生で各連盟登録者及定時制高校生 （野球部在籍者）。 
 　　　　　　　 　チーム名称は大会の目的に沿ったものであること。 ５字以内にすること。 
７． 登 録 選 手  　　登録は30人までとする。 当日ベンチ入りできるのは登録したチームのユニフォームを着用した20人までとする。 
８． 種　　　　別 　　１、 ２、 ３、 壮年・還暦の五部制とし、 異なるチームでの登録及び出場は認めない。 ただし、 壮年・還暦の部登録選手に限り
　　　　　　　　　　１、 ２、 ３部の内、 １チームへの出場は可能とする。 
 　　　　　 　１、 ２、 ３部の部分けは、 大会実行委員会が決定する。 
９． 開 催 日 時 　 （1）  開会式…新型コロナウイルス感染拡大の観点から今年は中止とする
 　　　　　　 試合開始日時…5月16日 （月） 　 （雨天順延） 　午前６時より
10． 参 加 料  　　１チーム２０， 0 0 0 円 （申込みと同時に納入のこと。 振込も可能。 振込番号 四国銀行潮江支店 普通 4 0 4 1 7 8 早起き野球 西村安久） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加料の返金は原則行いません。
11． 申 し 込 み 　　4月10日 （日）～4月24日（日）に以下の方法で申し込む。
 　　　　　　　　　　大会ホームページより参加申込書、選手登録用紙を取り出す。
　　　　　　　　　　参加申込書・選手登録用紙は4月24日（日）までに必着のこと。
　　　　　　　　   　① メール（n.sp@jewel.ocn.ne.jp)　　② F A X（088-832-5478）　　③ 大会事務局へ持参又は郵送
 　　　　　　　　　　大会事務局・・・にしむらスポーツ　　〒780-8011　高知市梅ノ辻8-12 　T E L（088） 831-5230 （午前10時より午後8時まで）
12． 抽           選 　   5月6日 （金） 大会実行委員が代理で行う。
13． 試 合 規 則  　 2022年度公認野球規則並びに高知県軟式野球連盟取り決め事項を適用する。 
14． 特 別 規 則  　　(1)  試合開始時刻に選手が９人揃わないチームは不戦敗とする。 
 　　            (2)  試合は７回戦とし、 （試合開始時に審判員から標準時刻を両チームに通知する。） １時間25分で新しいイニングに入らない。 
         　　　　　　       　同点の場合は抽選とする。 
 　　　　　　（3） 雨天のため４回が終了しない場合は再試合とする。 
 　            　（4） ５回以後７点差によるコールドゲーム制を採用する。 
　                                ただし、 各部の決勝戦は勝敗が決定しない場合は、 再試合とする。 （本部役員と審判員が協議して今後のことを決定する。） 
　　　　　　　　　　（5） 王座決定戦においては、 本条２項の規定にかかわらず７回終了まで行い、 同点の場合は９回まで延長戦を行い、 尚同点の場合は12回まで
                                 　特別延長戦を行う。 ただし、 勝敗が決定しない場合は再試合とする。 （本部役員と審判員が協議して今後のことを決定する。） 
 　           　（6） 参加資格を有しない選手が出場した場合は、 そのチームを失格とする。 
                                 　参加資格等に違反の事実が判明した場合、 それがゲーム中であれば相手チームに勝ちをあたえ、 ゲーム終了後であればそのチームを
                                 　失格とし、 相手チームが勝者の場合は勝者、 敗者の場合は敗者として取り扱う。 
                                 　王座決定戦で当該チームに違反事実が判明した場合は、 順位を繰上げて西日本大会への出場権を与える。 　
 　 　           （7） アピールは監督、 主将及びその当事者に限る。 
 　            　（8） 本大会はDH制を採用する。 
15． 使　用　球  　　高知県軟式野球連盟公認球Ｍ号ボール （ナガセケンコー、 内外ゴム、 ダイワゴム） 
16． 服　　　　装 　　帽子、 ヘルメット、 ユニフォーム、 スパイクシューズを必ず着用のこと。 捕手は安全上キャッチャーヘルメット、 レガースプロテクター着用し、
　　　　　　　　　　 又１、 ３塁コーチャーはヘルメット着用のこと。 
17． 会　　　　場 　　高知球場・高知市東部球場
18． 表　　　　彰 　　各部の優勝チームに賞状・優勝旗、 準優勝・３位チームに賞状と楯を贈る。 王座決定戦優勝チームには賞状、 優勝旗、 知事杯、 
　　　　　　　　　　準優勝チームには準優勝カップ、 高知市長楯を贈る。 （なお、 各優勝旗は１部－高知市長、 ２部－高知新聞社長、 ３部－大会実行委員会、
　　　　　　　　　　 壮年－大会実行委員会、 王座決定戦－県知事） 又、 特に実行委員会で優秀 （品位、 マナー） と認めたチームは別に表彰する。
                              なお王座決定戦の出場チームには、 西日本大会への出場権を与える。 
　　　　　　　　　　また個人賞として本塁打賞、 完全試合賞、 特別賞を表彰する。 
19． 注 意 事 項  　　（1） 試合開始前、 チームの球場及び球場周辺への立ち入りは午前５時30分以後とし周辺の住民に迷惑をかけないよう十分注意すること。 
 　　　　　　（2） 天候その他の理由により、 試合中止の場合はなるべく前日の午後５時に決定するので、 各チームの代表者は事務局 （831）５２３０迄
                                 問い合わせのこと。 また、 当日降雨のため、 試合中止か否かの判断に迷う場合は午前４時40分以後チームの代表者が競技委員 （吉永）
                                        （894） ４９５２へ問い合わせをし、 自チームの選手に通知して下さい。 選手個々が直接連絡先に問い合わせしないこと。 
 　　　　　　（3） その他の問い合わせ先は、 高知県軟式野球連盟早起き野球部長（吉永）090-1575-0395、 又は事務局 （西村） （831） ５２３０へお問い合わせ下さい。 
 　            　（4） ベンチは抽選番号の若い方を一塁側とする。 
                　（5） 試合中、 不時の負傷及び疾病については、 応急の措置を施すが事後の責任は負わない。 
 　　　               チームは責任者が引率して大会中選手の行動すべてに責任を負うものとする。 
 　            　（6） 例年、 何名か負傷者がでるので、 傷害保険には各チーム任意で加入して下さい。 「スポーツ安全保険」 をお勧めします。 
 　            　（7） 試合終了後は両チームがグラウンド整備を行うこと。 
　　　　　　　　　　（8）新型コロナウイルス感染拡大等により期間中に大会開催が困難になった場合は、大会を中断又は中止する場合があります。その場合の
　　　　　　　　　　　　日程等につきましては、大会実行委員会にて協議し決定する。
20． 敗者 チャンピオンマッチ 　　（1） ２部・３部・壮年チームを対象に、 本戦トーナメント初戦で敗退したチームによる 「敗者チャンピオンマッチ」 を開催する。 
                                    参加は希望チームのみで、 本戦の試合終了後に審判に申し込む。 参加費は１チーム ７，０００円。 
 　            　（2） 日程は３部・壮年・還暦・２部の１、 ２回戦終了次第、 順次開催する。 会場　高知市補助グランド。

  　
     〈スポーツ安全保険加入について〉
　　早起き実行委員会で団体傷害保険に加入していません。 
　　今年も上記の 「スポーツ安全保険」 へチーム毎にご加入をお薦めします。 怪我その他不慮の事故の時は安心して頂けると思います。　　 　　　　　　
    　詳しいことは高知県スポーツ協会 （TEL873－6263） 迄お問合せ下さい。

注

※次の期間は試合を休みます。　　　　　   
　 ５月21日 （土） ～ ５月23日 （月）　県高校体育大会　　　　　   
　 ７月9日 （土） ・ 10日 （日）・16日（土）・17日（日）　高校野球夏の選手権大会　   
　 ７月17日 （日） ・ 18日 （月）・21日（木）・22日（金）　県中学野球総体　　　　　   

７月22日 （金） ～ 7月27日 （水）　小学生野球大会
８月  9日 （火）　　花火大会（雨天の場合は8/13（土）に順延）
８月　8日 （月） ～ ８月19日 （金）　中学野球選手権大会
８月23日 （火） ～ ８月28日 （日）　高校野球新人戦


