
２　主　　催  香川県教育委員会、香川県中学校体育連盟、各市町教育委員会

                     予備日  ７月27日（水）  （予備　綾川B&G球場）　　　　　　  　　

　　　　　など様々な事情を考慮し、いかに天候が回復しようとも時間を変更し大会を行うことはしない。
　　（２）　大会中の不慮の負傷・疾病については応急処置をし、日本スポーツ振興センターの適用を受けることができる。
　　（４）　閉会式は、決勝戦に進出した２チ－ムで行う。
　　（５）　小豆島地区が第１試合に入った場合は、試合順を考慮することとする。

０－１

12　連絡先
　　　　　　　〒762－0082　丸亀市飯山町川原1110番地　丸亀市立飯山中学校　
　　　　　　 　　　　　　　県中体連軟式野球競技部競技部長　　田ノ上　将志　℡（0877）-98-2027　

13　その他
　　（１）　開会式は行わない。
　　（２）　雨天時は、6時に本部で判断し、6時30分までに伝達する。尚、中止と判断を出した際は、選手の移動の負担

　　（６）　使用球は日本中学校体育連盟公認Ｍ号（ケンコー）とする。
　　（７）　その他の大会特別規定については別に定める。

10　表　　彰
 　　　　優勝チ－ム・準優勝チ－ム・第３位チームを入賞とし表彰式の場を設け栄誉を讃える。

11　申し込み
　申し込みは第一次申込(様式－①　地区別参加確認書)、第二次申込(様式－②　競技別申込書)(様式－③　学校別申込書)、第三次
申込(様式－④　地区別申込一覧表)以上の手続きとする。様式－①地区別参加確認書は、地区事務局が、各学校ごとの競技別参加
チーム数（人数）調査を行い、その結果をもとに作成し、総体打合せ会議に持参し、会議において報告する。様式－②競技別申込書
は、地区専門委員が、地区大会結果をもとに２部作成し、各地区事務局の申込み日までに各地区事務局へ提出する。様式－③学校別
申込書は、各学校が、地区大会結果を受けて２部作成（２部とも学校長押印）し、各競技の様式③を各学校で取りまとめ、各地区
事務局の申込み日までに各地区事務局へ申し込む。様式－④地区別申込一覧表は、各地区事務局が、競技別申込書と学校別申込書を
もとの作成し、抽選会に持参し、県中体連本部に申し込む。

　　（１）　日本中学校体育連盟軟式野球競技部特別規則及び別紙大会特別規定による。
　　（２）　全試合ト－ナメント方式とし、各試合は７イニングスとする。
　　　　　３回以降10点以上もしくは５回以降７点以上の得点差が生じた場合は、コ－ルドゲ－ムを適用する。
　　（３）　３位決定戦は行わない。
　　（４）　延長戦は行わない。７回終了後、勝敗が決しない時には大会特別延長戦を適用し勝敗が決するまで行う。
　　（５）　背番号は１～18とし、ポジション別とする。
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　　（２）　１チームの編成は、監督（引率責任者）１名、選手18名以内（スコアラーを含まない）とする。
　　　　　また、この他に教員を２名追加することができる。但し、外部指導者（コーチ）が入る場合は１名とし、
　　　　　計22名以内とする。

９  競技規則

丸亀 仲善 三観

チーム 1 2 8 2 2

地区 小豆 さ・東 高松 綾坂

８　参加数・チ－ムの編成
  　 (１）　下記の地区から選出された20チ－ムによって行う。

                             ７月24日（日）　県営第２球場・丸亀市民球場（予備　観音寺総合球場）
                    　　　   ７月25日（月）　休養日（雨天時の予備日）県営第２球場・丸亀市民球場・長尾球場
                     　　　  ７月26日（火）　丸亀市民球場(予備　綾川B&G球場)

６　参加資格
　　（１）　香川県中学校体育連盟に所属する学校のチ－ムとする。　　　　　
　　（２）　地区予選大会に出場し、県大会参加資格を有したうえで、学校長が認めたものとする。

令和4年度  第62回香川県中学校総合体育大会  軟式野球競技  大会要項

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競技実践の機会を与えて、技能の向上とアマチュアスポ－ツ精神
の高揚をはかり、心身共に健全な中学生を育成するとともに、相互の親睦をはかるものである。

３　後　　援  香川県中学校長会、香川県学校体育会、（財）香川県体育協会、四国新聞社
４　主　　管  香川県中学校体育連盟軟式野球競技部

５　期日・会場　　令和４年  ７月22日（金）　県営第２球場・観音寺総合球場
　　　　　　　　　　　　　　 ７月23日（土）　県営第２球場・観音寺総合球場・長尾球場

７　引率資格
    （１）　参加生徒の監督（引率責任者）は出場校の校長・教員であること。
　　（２）　教員以外のコ－チは香川県中学校体育連盟が認めたコ－チであること。



　　　４日目              　７月26日（火）  丸亀市民球場(予備　綾川B&G球場)

⑨ ⑩ ⑪

０－２

① ② ③ ④ ⑤ ⑱ ⑲ ⑳⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰⑥ ⑦ ⑧

３日目
丸②

２日目
観③ ２日目

観②
２日目
観①

２日目
長①

２日目
長② ２日目

県③
２日目
県②

２日目
県①

１日目
県２①

１日目
県２②

１日目
観①

１日目
 観②

３日目
県２①

３日目
県２②

３日目
丸①

トーナメント表

 ４日目
　丸③

４日目
　丸①

４日目
　丸②

　　　予備日              　７月27日（水）  (予備　綾川B&G球場)

試合開始予定時刻　　　　　　　　　　　　　　大会初日・３日目      ２日目・最終日
　　　　　　　　　　　　　　　　第１試合　①　　　　 9：30～　　　　　　 8：30～
               　　　　 　　　　第２試合　②　　　　11：30～    　　 　 10：30～
                 　　　 　　　　第３試合　③  　　　            　　　　13：30～

令和4年度  第６2回香川県中学校総合体育大会  軟式野球競技  大会要項

大会期日・会場              
　　　１日目　　　令和4年　 ７月22日（金）　県営第２球場・観音寺総合球場　
　　　２日目      　　　　　７月23日（土）　県営第２球場・観音寺総合球場・長尾球場
　　　３日目        　　　　７月24日（日）　県営第２球場・丸亀市民球場（予備　観音寺総合球場）
　　　休養日　　　　　　　　７月25日（月）　休養日（雨天時の予備日）県営第２球場・丸亀市民球場・長尾球場                      



10  組み合わせ
　　　　各地区の予選大会が終了後に、専門部長会を開催して抽選を行う。

11　その他
（１）　開会式は行わない。
（２）　大会中の不慮の負傷・疾病については応急処置をし、日本スポーツ振興センタ－の適用を受けることができる。
（３）　閉会式は、決勝戦に進出した２チ－ムで行う。
（４）　雨天時は、６時に本部で判断し、６時30分までに伝達する。尚、中止と判断を出した際は、選手の移動の負担など
　　　様々な事情を考慮し、いかに天候が回復しようとも時間を変更し大会を行うことはしない。
（５）　参加申し込みは、10月20日（木）必着で別紙申込用紙２部を下記の連絡先まで送付すること。
（６）　小豆島地区が第１試合に入った場合は、試合順を考慮することとする。
　
　　　　【連絡先】
　　　　　〒762－0082　丸亀市飯山町川原1110番地　丸亀市立飯山中学校
　　　　　　　　　　 　県中体連軟式野球競技部競技部長　　田ノ上　　将志　℡（0877）-98-2027

０－１
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（２）　１チームの編成は、監督（引率責任者）１名、選手18名以内（スコアラーを含まない）とする。
     　また、この他に教員を２名追加することができる。但し、外部指導者（コーチ）が入る場合は１名とし、計22名以内とする。

９  競技規則
（１）　日本中学校体育連盟軟式野球競技部特別規則及び別紙大会特別規定による。
（２）　全試合ト－ナメント方式とし、各試合は７イニングスとする。３回以降10点以上もしくは５回以降７点以上の得点差が
　　　生じた場合は、コ－ルドゲ－ムを適用する。
（３）　３位決定戦は行わない。
（４）　延長戦は行わない。７回終了後、勝敗が決しない時には大会特別延長戦を適用する。
（５）　背番号は１～18とし、原則としてポジション別とする。
（６）　使用球は全日本軟式野球連盟公認Ｍ号(ケンコー)とする。
（７）　その他の大会特別規定については別に定める。
（８）　試合時間は100分で行う。

チーム 1 2 8 2 2

（１）　下記の地区から選出された20チームによって行う。

地区 小豆 さ・東 高松 綾坂 丸亀 仲善 三観

３　後　　援
　　　　香川県中学校長会、香川県学校体育会、(財)香川県体育協会、　四国新聞社

４　主　　管
　　　　香川県中学校体育連盟軟式野球競技部

５  期日・会場　　令和4年   11月 3日（木）　県営第２球場・観音寺総合球場・番の州球場・長尾球場
　　　 　　 　　　　　　　　 11月 5日（土）　県営第２球場・丸亀市民球場（予備　観音寺総合球場・番の州球場）
        　   　　　　　　　　11月 6日（日）　休養日（雨天時の予備日）丸亀市民球場 仲南球場
　　　　　　　　　　　　　　 11月12日（土）　県営第２球場
　　　　　　　　　 予備日 　 11月13日（日）　（予備　長尾球場）

６  参加資格
（１）　香川県中学校体育連盟に所属する学校のチームとする。
（２）　地区予選大会に出場し、県大会参加資格を有したうえで、学校長が認めたものとする。

７  引率資格
（１）　参加生徒の監督（引率責任者）は出場校の校長・教員であること。
（２）　教員以外のコ－チは香川県中学校体育連盟が認めた、指導員やコ－チであること。

８　参加数・チームの編成

令和4年度  第59回香川県中学校新人体育大会  軟式野球競技  大会要項

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競技実践の機会を与えて、技能の向上とアマチュアスポ－ツ
　精神の高揚をはかり、心身共に健全な中学生を育成するとともに、相互の親睦をはかるものである。

２　主　　催
　　　　香川県教育委員会、香川県中学校体育連盟、各市町教育委員会



０－２

　　 ３日目　　　　　　　　　　11月　12日（土）県営第２球場

⑲ ⑳

１日目
観①

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

１日目
県３③

１日目
観③

１日目
県２①

１日目
県２②

１日目
長③

１日目
長①

１日目
長②

１日目
番①

１日目
番②

１日目
番③

１日目
観②

　　　　　　　　　第１試合　①　  ８：30～ 
　　　　　　　　　第２試合　②　　10：30～  
　　　　　　　　　第３試合　③  　12：30～      　※連戦の際は40分の休憩を設ける。  

トーナメント表

３日目
県２③

３日目
県２①

３日目
県２②

２日目
丸②

２日目
丸①

２日目
県２①

２日目
県２②

大会期日・会場
     １日目 　　令和4年 　  　 11月　 3日（木）県営第２球場・観音寺総合球場・番の州球場・長尾球場　
     ２日目        　　　　　　11月　 5日（土）県営第２球場・丸亀市民球場（予備　観音寺総合球場・番の州球場） 
     休養日 　　　　 　　　　　11月　 6日（日）休養日（雨天時の予備日）丸亀市民球場 仲南球場   

　　 予備日　　　　　　　　　　11月　13日（日）（予備　長尾球場）
試合開始予定時刻 

令和4年度  第59回香川県中学校新人体育大会  軟式野球競技  大会要項


