平成３０年度全国中学校体育大会
第 ４ ０ 回 全 国 中 学 校 軟 式 野 球 大 会 要 項（改訂版）
１ 目 的

この大会は、中学校教育の一環として、中学校生徒に広く軟式野球実践の機会を与え、技能の向上と
アマチュアスポーツ精神の高揚をはかり、心身ともに健康な中学生徒を育成するとともに、中学校生徒
相互の親睦をはかるものである。

２ 主 催
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平成３０年８月１９日（日）～２３日（木）
８月１９日（日）開会式は行いません。
８月２０日（月）開 始 式
８：５０～
１ 回 戦
１０：００～
１０：００～
１０：００～
８月２１日（火）２ 回 戦
９：３０～

〔予備日２４日（金）
〕

各球場
呉市二河野球場
東広島運動公園野球場
ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ広島総合ｸﾞﾗﾝﾄﾞ野球場
呉市二河野球場
東広島運動公園野球場
ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ広島総合ｸﾞﾗﾝﾄﾞ野球場
８月２２日（水）準々決勝・準決勝 ９：００～ 呉市二河野球場
東広島運動公園野球場
８月２３日（木）決 勝 戦
１０：００～ 呉市二河野球場
閉 会 式
１２：００～ 呉市二河野球場

６ 会 場

（１）開始式

閉会式
（２）競 技

呉市二河野球場
〒737-0818 広島県呉市二河町１
ＴＥＬ（０８２３）２２－１２６４
東広島運動公園野球場
〒739-0036 広島県東広島市西条町田口６７番 1
ＴＥＬ（０８２）４２５－２５２５
コカ・コーラボトラーズジャパン広島総合グランド野球場
〒733-0036 広島県広島市西区観音新町二丁目１１番１２４号
ＴＥＬ（０８２）２３１－３０７７
呉市二河野球場
呉市二河野球場
東広島運動公園野球場
コカ・コーラボトラーズジャパン広島総合グランド野球場

７ 参加資格 （１） 選手は、都道府県中学校体育連盟の中学校に在籍する生徒で、校長および都道府県中学校体育
連盟会長が参加を認めた者とする。
（２） 年齢は、平成１５年（２００３年）４月２日以降に生まれた者に限る。
（３） 前項以外の生徒が参加を希望する場合は、平成３０年６月３０日までに、各都道府県中学校体
育連盟を通して（公財）日本中学校体育連盟に申し出ること。
（４） ブロック大会で出場権を得た１校単位で組織するチームとする。また、開催地は１チームの参
加を認める。なお、
「全国中学校体育大会複数校合同チ－ム参加規定」に基づき、複数合同チーム
での参加ができる。ただし、全日本少年軟式野球大会に参加申込み（登録）した選手は、本大会
に参加することはできない。
（５） １チームの編成は、監督（引率責任者）１名、選手１８名以内（スコアラーを含む）とする。
また、この他に教員を２名追加することができる。ただし、外部指導者（コーチ）が入る場合は
１名とし、計２１名以内とする。なお、監督は背番号３０、コーチは背番号２９番、２８番をつ
けるものとする。
（６） 平成３０年度全国中学校体育大会の他競技（夏季大会）に出場していない者。
（７） 参加資格の特例
① 学校教育法１３４条の各種学校（１条校以外）に在籍し、都道府県中学校体育連盟の予選大
会に参加を認められた生徒であること。
② 参加を希望する各種学校は以下の条件を具備すること。
ア 全国大会の参加を認める条件
（ア） （公財）日本中学校体育連盟の目的および永年にわたる活動を理解し、それを尊重す
ること。
（イ） 生徒の年齢及び修業年限が我が国の中学校と一致している単独の学校で構成されてい
ること。
（ウ） 参加を希望する学校にあたっては、運動部活動が学校教育の一環として、日常継続的
に当該校顧問教師の指導のもとに、適切に行われていること。
イ 全国大会に参加した場合に守るべき条件
（ア） 全国大会開催基準を守り、出場する競技種目の大会申し合わせ事項等に従うとともに
大会の円滑な運営に協力すること。
（イ） 全国大会参加に際しては、責任ある当該校校長・教員・部活動指導員が生徒を引率す
ること。また、万一の事故発生に備え、傷害保険等に加入するなどして、万全の事故対
策を立てておくこと。
（ウ） 大会開催に要する経費については、必要に応じて応分の負担をすること。
（８） 個人情報の取り扱い（利用目的）
大会の主催者は、個人情報保護に関する法令を遵守し、
（公財）日本中学校体育連盟「個人情
報保護方針・規程」に基づき、取得する個人情報について適正に取り扱う。また、取得した個
人情報は、競技大会の資格審査・競技大会運営上必要なプログラム編成および作成・ホームペ
ージ・掲示板・報道発表・記録発表（記録集）等、その他競技運営および競技に必要な連絡等
に利用する。大会に参加する選手はこれに同意する。
８ 参加料

（１） 参加料は、選手１人につき３，０００円とする。
（２） 参加申込以降の参加取り消しや不出場の場合、参加料の返金は行わない。

９ 引率者

（１） 参加生徒の引率・監督は、出場校の校長・教員・部活動指導員※１とする。
※１→ここでいう部活動指導員は、学校教育法施行規則第 78 条の２に示されている者
（２） 全国大会では外部指導者（コーチ）をおくことができる。外部指導者（コーチ）は、出場校の
校長が認めた者とし、所定の「外部指導者（コーチ）確認書（校長承認書）
」に必要事項を記入し、
大会事務局に参加申込み時に提出する。但し、当該校以外の中学校教職員は、外部指導者（コー
チ）にはなれない。また、同一人が複数校の外部指導者にはなれない。
（３） （公財）日本中学校体育連盟が主催する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、外部指導者（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している。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。

（４）全国中学校体育大会複数校合同チーム参加規程「
（２）条件」
１）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（部活動指導員は含まない）による代表引率・監督を認める。
注意点
１）部活動指導員は、合同チームの代表引率・監督になることができない。
２）部活動指導員として複数校に勤務する場合、全中大会で引率・監督を担当できる学校は 1 校の
みとする。着任時に大会等の引率・監督を担当する学校を決定し所属する都道府県中学校体育連
盟に報告する。複数の都道府県で指導する場合も、引率監督を認めるのは 1 校のみである。
10 参加校・ブロック割り当て数
北海道
東北
割り当て数

２

３

関東

北信越

東海

近畿

中国

四国

九州

開催地

合計

４

２

３

３

２

２

３

１

２５

11 競技規則 （１） ２０１８年公認野球規則ならびに２０１８年（公財）全日本軟式野球連盟競技者必携および別
に定める大会特別規定による。
（２） 使用球は、
（公財）全日本軟式野球連盟公認Ｂ号球とする。
（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日に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適用しない。
（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 表

彰 （１） 優勝校には、賞状・優勝旗・優勝トロフィー・優勝楯・優勝杯・記念メダルを授与する。
優勝旗は持ち回りとし、翌年の大会で返却し、レプリカを授与する。
（２） 準優勝校には、賞状・準優勝楯・準優勝トロフィー・準優勝杯・記念メダルを授与する。
（３） 第３位校（２チーム）には、賞状・第３位トロフィー・記念メダルを授与する。
（４） 本大会登録選手全員に参加賞を準備する。

14 参加申込 （１） 申し込みは、所定の申込用紙に必要事項を記入し、８月１３日（月）までに、
「大会申込要項」
に従って下記に送付すること。申し込み後の選手・指導者の登録変更は認めない。
（２） 申込先
〒737-2516

広島県呉市安浦町中央四丁目２番１号
呉市立安浦中学校内
平成３０年度全国中学校体育大会広島県実行委員会
軟式野球開催委員会事務局
上戸田 光史
事務局ＴＥＬ （０８２３）８４－５１５１
事務局ＦＡＸ （０８２３）２４－９８４８
特設携帯ＴＥＬ ０９０－２８０５－０３２３
E-mail
h30zenchu.baseball.hiroshima@gmail.com

（３） 参加料は、大会出場決定後、学校ごとに下記に送金すること。
ヒロシマギンコウ

カワライシ

シテン

広島銀行
川原石
支店
【店番号】 ０６６
【口座種類】 普通預金

【口座番号】３２０７１３２

ヘイセイサンジュウネンドゼンコクチュウガッコウタイイクタイカイ ヒロシマケンジッコウイインカイ

【口座名】平成 30 年度全国中学校体育大会

広島県実行委員会

ナンシキヤキュウカイサイイインカイ イインチョウ

センダ

軟式野球開催委員会

仙田 雅俊

委員長

マサトシ

（４）申込提出書類（大会申込要項、または大会公式ホームページよりダウンロードして使用）
① 選手登録名簿
１部
② 外部指導者（コーチ）確認書（校長承認書）
１部
③ 出場校紹介
１部
④ チーム集合写真
１部
⑤ 宿泊・輸送に関するアンケート
１部
⑥ 宿泊・弁当・輸送申込書
１部
⑦ 宿泊者名簿
１部（表裏）
※ ①、②は大会事務局に郵送する。①、③、④は E-mail で大会事務局に送信する。
⑤は大会事務局にＦＡＸで申し込む。
⑥、⑦は宿泊申込ＵＲＬにてインターネットで申し込む。
15 組み合わせ
組み合わせ抽選は、６月２９日（金）呉市立呉中央中学校会議室で主催者による責任代理抽選とし、
抽選結果は各ブロック大会終了後に大会公式ホームページに掲載する。
16 諸会議

17 宿

（１） 審判会議
８月１９日（日）１３：００～ 東広島運動公園体育館２F サブアリーナ
（２） 平成３０年度（公財）日本中学校体育連盟軟式野球競技部会
８月１９日（日）１３：３０～ 東広島運動公園体育館３F 会議室
（３） 第４０回全国中学校軟式野球大会 監督会議
８月１９日（日）１５：３０～ 東広島運動公園体育館武道場

泊 （１） 宿泊については、別紙宿泊要項による。適切な危機管理対応（感染症・自然災害等）を確保す
るため、必ず大会実行委員会指定の業者を通して申し込むこと。
※ 指定外の宿泊施設の利用は、原則として認めない。
（２） ８月１１日（土）１２：００必着で、下記ＵＲＬから申し込むこと。また、問い合わせ等も直
接下記にすること。
（３） 申込先
〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町二丁目２番２号 紙屋町ビル２階
株式会社 JTB 広島支店「第 40 回全国中学校軟式野球大会」係
担当者 河野（こうの）
・繁田（しげた）
・中山（なかやま）
TEL（０８２）５４２－２７１５
FAX（０８２）５４２－２７３８
URL
https://secure.com-jtb.jp/zenchu40
営業時間：平日９：３０～１７：３０ 休業日：土・日・祝
総合旅行業務取扱管理者：武田 学
営業時間外緊急連絡先： 河野 ０８０－１９９３－０９０８

18 その他

（１） 練習会場の使用は、８月１９日（日）からとし、大会事務局で割り当てる。
（２） 大会期間中の負傷・疾病については、応急処置のみ行う。また、本大会は独立行政法人
日本スポーツ振興センター法の定めを適用する。参加者は、健康保険証を持参すること。
（３） 開会式・閉会式には、登録選手全員がユニフォームで参加すること。
※ 閉会式は決勝進出２チームの参加とする。
（４） 出場校は、代表旗を持参すること。
（５） 背番号は１～１８番とし、原則としてポジション順とする。
（６） ８月１９日（日）１５：３０～行われる監督会議へは、必ず監督自身が出席すること。
なお、服装は自校の公式試合用ユニフォームとする。
（７）ノックタイム中及び試合終了後勝利校の校歌を各球場で流します。
出場校は校歌の歌入りの CD を準備しておいてください。

19 連絡先

（１） 大会開催前 平成３０年８月１８日（土）まで
〒737-2516

広島県呉市安浦町中央四丁目２番１号
呉市立安浦中学校内
平成３０年度全国中学校体育大会広島県実行委員会
軟式野球開催委員会事務局
上戸田 光史
事務局ＴＥＬ （０８２３）８４－５１５１
事務局ＦＡＸ （０８２３）２４－９８４８
特設携帯ＴＥＬ ０９０－２８０５－０３２３
E-mail
h30zenchu.baseball.hiroshima@gmail.com

（２） 大会期間中 平成３０年８月１９日（日）～２３日（木）※各会場使用終了日まで
（昼 間）

携帯電話（事務局長）
ＴＥＬ ０９０－７７７６－０５９７
呉市二河野球場
ＴＥＬ （０８２３）２２－１２６４
東広島運動公園野球場
ＴＥＬ （０８２）４２５－２５２５
コカ・コーラボトラーズジャパン広島総合グランド野球場
ＴＥＬ （０８２）２３１－３０７７

（夜 間）

本部宿舎 クレイトンベイホテル（広島県呉市築地町３番３号）
ＴＥＬ （０８２３）２６－１１１１

（３） 大会公式ホームページ h30zenchu-baseball.hiroshimaken-taityo.jp

