
      

      

      

 

 

予 選 令和３年１１月２１日（日） 

決 勝 令和３年１１月２３日（祝） 

予 備 令和３年１１月２８日（日） 
 

    

姫路エリアのマクドナルドは 

地域のスポーツを 

応援しています！ 



        【開会式次第】※今年度は開催しません 

          

        【閉会式次第】※準決勝進出チームのみ  

   １．成績発表   

   ２．表 彰 

   ３．大会会長挨拶 

   ４．閉会         

 
参加チーム（30チーム） 

尼崎① オール尼崎 

加古川⑤ 
加古川イースト、別府キッズ、野口北少年団、平北パワーズ、 

八幡ドリームス 

西播磨⑤ 
神部ソフトボールクラブ、新宮ソフトボールクラブ、太田ファイターズ、

TEAM-KSJ、レッドホープ斑鳩 

姫路リトル連盟④ 網干ファイヤーズ、青山ジャイアンツ、熊見コンドル、ハーモニーズ 

ＨＪＳＬ⑧ 

ワールド、今宿ヴィクトリーズ、キッズ広二、ハーモニーズ、 

大津ファイターズ、サンチャイルド、姫路ビッグウイング、 

高浜パンダーズ 

無所属⑤ 
伊水ソフトボールクラブ、ＳＣ２１中寺、置塩フレンズ、神飾ＤＲＥＡＭ、 

菅生ソフトボールクラブ 

主催② 伊勢ドジャースジュニア、高岡ファミリーズ 

    

【過去の優勝チーム】 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回数 年度 チーム名 市町名 

7 H12 ジョーカーズ  

8 H13 神子岡前ファミリーズ 姫路市 

9 H14 加古川ウエストクラブ 加古川市 

10 H15 スポーツネットワークＵＳ 福崎町  

11 H16 菅生南ソフトボール 姫路市（夢前町） 

12 H17 青山ブラックファイターズ 姫路市 

13 H18 久崎ヤンチャーズ 佐用町 

14 H18 青山ブラックファイターズ 姫路市 

15 H20 レッドスター香島 たつの市（新宮町） 

16 H21 キッズ広二 姫路市 

17 H22 加古川イースト 加古川市 

18 H23 新宮ソフトボールクラブ たつの市（新宮町） 

19 H24 レッドスター香島 たつの市（新宮町） 

20 H25 野口北フェニックス 加古川市 

21 H26 姫路ドラゴン 姫路市 

22 H27 ワールド 姫路市 

23 H28 新宮ソフトボールクラブ たつの市（新宮町） 

24 H29 ハーモニーズ(HJSL) 姫路市 

25 H30 ハーモニーズ(HJSL) 姫路市 

26 R01 ハーモニーズ(リトル) 姫路市 

27 R02 網干ファイヤーズ（リトル） 姫路市 



大会実施要項（予定） 
   

１：主 催 姫路少年ソフトボール連盟    

２：協 賛 日本マクドナルド㈱ 姫路夢前橋店、(有)イサム、㈱ウィザード 

３：期 日 予選リーグ 令和３年 11月 21日(日) 

  決勝リーグ 令和３年 11月 23日(祝) ※予備日 11月 28日(日) 

４：会 場 青山スポーツ広場、青山小学校グランド 

５：参加費   1チーム 4,000円（当日徴収） 

６：時 間 予選 受 付 7時 30分～  ※開会式は、今年度は実施しません  

     監督会議（午前の部） 7時 45分 （午後の部）12時 

試合開始       8時 30分           12時 30分 

  決勝 集合(抽選) 7時 30分 試合開始 8時 30分 

当日雨天の場合６時半に決定      

７：競技方法    

①オフィシャルルールにより行うが一部特設ルールを設ける。 

②予選は、三密等を避けるため、午前と午後に分けて行います。 

三角形で総当たり(各チーム２試合)を行い、各ブロック上位１チームが決勝リーグに進出する。 

また、勝ち点及び失点等により、ワイルドカード（2チーム）で進出する。 

※予選順位は、勝敗分による「勝点制」→少失点→多得点の順とする。 

③決勝リーグは、12 チームが三角形×4 面「当日抽選」で総当たりを行い、一位チームによるトー

ナメントを行う。 

※決勝 Tは、同点の場合タイブレイカー無死(2・3塁)を適用する。(最大 1回) 

④全試合７回または 60分とする。但し以下の特別規定を設ける。 

・コールドゲームは適用しない。 

（予選）・先行チームが勝っているもしくは同点の場合は、裏の攻撃も行う。 

・後攻チームが勝っている場合は、表の攻撃が終了するまで行う。また、裏の回の途中で時

間を越えた時はその時点で試合終了とする。  

・同点の場合、引き分けとする。 

⑤試合球は検定２号ボール（内外ゴム社製：両チームで準備）とし、バットは検定２号 

を使用する。打者・走者・捕手及びランナーコーチはヘルメット着用する。 

⑥審判は組み合わせ表参照とする。(主審側で記録含む)  

  ⑦抗議は、監督以外は不可。 

  ⑧その他特別な規定は大会本部で決定する。  

８：表 彰 優 勝 優勝旗、表彰状、トロフィー、副賞(マックカード) 

  準優勝 表彰状、トロフィー   

  三 位 表彰状、トロフィー  

  優秀選手賞 メダル（優勝、準優勝、第 3位チーム各 1名） 

９．参加賞  ポテト券、マクドナルド社記念品 

10：注意事項   

  ①試合、練習、移動中の事故・障害疫病は、主催者等は一切の責任を負わない。 

②コロナ対策は、各チームで責任をもって対応願います。 

③ゴミ等は、各チームで責任を持って後始末をお願いします。 

④小学校は火気厳禁です。指定喫煙場所以外は禁煙です。 

⑤練習場所がないので、ピッチング・キャッチボール程度のみ可（バット禁止） 

⑥駐車場は、桜山公園駐車場を利用。（小学校前坂道及び民間駐車場は駐車禁止） 

※毎年トラブルが発生しています。近隣の民間駐車場に駐車しない様、徹底願います。 

11．連絡先  高岡ファミリーズ  山名 孝志 090-2597-8497 

メダル、トロフィー及び 

参加賞(ポテト券)は、 

マクドナルドからの寄贈 

組み合わせ抽選は、事務局

で実施（11月上旬） 



コロナ対策についての参加者へのお願い 

 

新型コロナウイルス感染者数は減少していますが、今後もソフトボールを楽しく行うため、チ

ーム及び各自で感染対策の協力をお願いします。 

 

【大会運営】 

・開会式は開催しません。 

・予選は、大人数となるため、午前と午後の部に分散します。 

・会場での昼食は禁止です。 

・午前チームは、試合終了後速やかに帰路につくこと。（２試合目で終了するチームは、審判 

を除いて帰路につくなどの対応をお願いします） 

・午後のチームの会場入りは、12 時～12 時半の午前・午後の交代時間とする。 

・移動にあたっては、試合の進行を妨げないよう、試合間や攻守交代時等に行うこと。 

  ※中面北側の門扉からの出入りは禁止。（南側と北側のみ） 

 

【参加者全員】 

 ・チーム責任者は、 当日自チーム関係者の体調（発熱等）を確認し、37.5 ℃以上の発熱が 

認められるような体調不良者は参加させないこと 

 ・チーム責任者は、参加した自チーム関係者を記録し、万一、その関係者が発症や濃厚接触者

となった場合は、その情報を速やかに事務局（山名）に連絡すること 

・３密は回避し、ソーシャルディスタンスは確保すること 

 ・応援者等の参加者は極力マスクを着用すること。 

  ※なお、応援者等は一定間隔が保てれば、マスクをはずしてもよい。 

 ・車での移動時は、マスク着用や換気に配慮すること。 

 ・グランドに着いたら、手洗いを行い、その後も随時手洗いすること。 

 ・各チームで消毒液を持参するなど、随時、対策を徹底すること。 

 

【指導者・選手】 

 ・練習及び試合において、円陣等は、できるだけ密にならないこと。 

 ・試合前の先行・後攻を決めるジャンケンは、間隔を２ｍ以上開け、握手はしない。 

 ・試合前及び試合後の整列は、間隔を空け、ベンチ前での整列とする。 

 ・審判は、マスク着用とすること。 

 ・審判の給水は、試合チームではなく、各チームで対応すること。 

 

大 会 役 員 

大会会長   西 尾 智 昭 （連盟会長）   

 大会委員長  柿 本 富美雄 （連盟理事）  

 大会副委員長 原 田 康 久 （連盟理事） 

 審判委員長  奥 村 年 隆 （連盟理事） 

 総務委員   山 名 孝 志 （事務局）    


