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第 11回 HAKUBA CUP 大学女子ソフトボール 2019大会要項 

 

１．主  催  白馬カップ大学女子ソフトボール大会実行委員会 

２．後  援  白馬村、同教育委員会、白馬商工会、白馬村観光局、白馬村体育協会、 

        全日本大学ソフトボール連盟、信濃毎日新聞社、毎日新聞長野支局、大

糸タイムス社、NPO法人ソフトボール・ドリームなど 

３. 協  力    白馬村壮年ソフトボール連盟 

４．主  管  長野県ソフトボール協会中信支部、同白馬地区会 

５．運営協賛  ミズノ株式会社、オーブス株式会社、ＪＡ大北、全農長野 

  協  賛  SBC 信越放送、NBS 長野放送、TSB テレビ信州、ABN 長野朝日放送、

アド・コマーシャル株式会社 

６．会  期  2019 年 8 月 20 日（火）～8 月 22 日（木） 

７．会  場  白馬村北部Ｇ、白馬村南部Ｇ、切久保第二Ｇ、のだいらパノラマコート  

８．参加資格  ①2019 年度全日本大学ソフトボール連盟及び、(公財)日本ソフトボー 

ル協会に各支部（地区）を通して加盟登録した大学女子チーム 

        ②所属長が身体・人物ともに適当と認めた者 

９．参加校数  大学女子 18 チーム 

10．出場資格  (1) チーム編成は、次の通りとする。 

        監督 1 名、コーチ 2 名、スコアラー1 名とし、監督、コーチ、スコアラー 

が選手を兼ねる場合は選手登録をしなければならない。30 名以上選手登

録する場合もベンチ入りは 25 名以内とし、試合毎に入れ替えてもよい。 

なお、協議の上、2 チームでの参加を認めることもあるので、2 チームの

参加を希望する場合は事前に大会本部に申し出ること。 

(2)本大会申込み以後、メンバー変更をする場合は監督会議において、メ 

ンバー変更用紙(様式自由)を配布する。（50 部用意） 

※トレーナー1 名、通訳 1 名(外国人選手がいる場合に限る)のベンチ入りを           

認める。 

※スコアラーとしてベンチ入りする場合は、公式記録員の有資格者である

こと。 

※監督・コーチの中に次の①～④のいずれかの資格を有する者がいること。

監督・コーチが資格を有していない場合は、チーム内に有資格者（監督

代行になり得る者）がいなければならない。①公認ソフトボール指導員 

②ソフトボールコーチ・上級コーチ ③公認準指導員④指導者対象講習

会修了者（修了証の原本・写しを携行） 

11．申込方法  次の申込関係書類をそれぞれ以下の宛先に 6 月 28 日（金)までにメールで
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送付すること。 

①「第 11 回 HAKUBA CUP 大学女子ソフトボール 2019 大会参加申込書 (事務局用）」  

QWU11653@nifty.com       江成康明 

②30 名以内の場合は学連から配布された「2019 学連登録票 大会申込書シート」 

31 名以上の場合は「第 11 回 白馬カップ選手名簿」 

（いずれも PDF などに変換せず、Excel のまま送信する） 

hideaki.iwama@t.matsu.ac.jp  岩間英明           

12．参 加 料  １チーム ￥２５，０００円 ＜銀行口座振込み＞ 

金融機関名…松本信用金庫白馬支店  口座番号(普通)…№0111739 

口座名義…白馬カップ大会実行委員会    

※必ず 6 月 28 日(金)までにチーム名で振込むこと。なお、振込み手数料 

はチーム負担でお願いします。 

13．審判員・記録員・競技規則 

        審判員、記録員は主催者の推薦する者とし、競技規則は 2019 年度オフィ

シャルソフトボール・ルール並びに大会特別ルールによる。 

14．試 合 球  (公財)日本ソフトボール協会検定革 3 号球(ミズノ)とし、主催者が提供す

る。なお、対戦両校の合意があればインカレ使用球による試合も認める

が、試合前に担当審判に申告し、ボールは当該チームで用意すること。 

15．試合方法  予選リーグ、決勝リーグ戦方式とする。 

        第一試合開始予定時間＝20 日午前 11 時 30 分、22、23 日は午前 9 時 

        ①5 回以降 7 点以上の差がついた場合は、得点差コールドゲームとする。 

        ②サスペンデッドゲームを採用する。 

        ③110 分を超えた場合は、新たなイニングに入らない。タイブレーカー  

を適用する場合も同様とする。 

        〈リーグ戦順位決定細則〉 

リーグ戦は勝ち点制とし、勝利 4点、タイブレイク勝利 3点、引き分け 2

点、タイブレイク負け 1点、負け 0点とする。 

全試合終了時、勝ち点の多い順に順位を決定する。ただし、勝ち点が同点

の場合は次の順位決定基準に従い順位を決定する。 

(a)当該チーム同士の対戦で勝利したチームを上位とする。 

(b)失点率の少ないチームを上位とする。 

（失点率 ＝ 総失点 ÷ 守備イニング数 ） 

(c)得失点率の多いチームを上位とする。 

（得失点率 ＝ 総得失点 ÷ 攻撃イニング数） 

 (d)主将による抽選 

16．表  彰  (1)優勝校に、表彰状と白馬カップ、宇津木妙子杯 (いずれも持回り)を授  
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与する。 

        (2)準優勝校にはカップ（持ち回り）、3 位校に楯を授与する。 

(3)最優秀選手賞 

17．費  用  出場選手の旅費・滞在費は、すべて出場チームの負担とする。  

18．組 合 せ  試合の組合せは事前に大会事務局で決め、8 月初旬に各校に連絡する。 

19．監督会議  8 月 20 日(火)午前 9 時より、大会会場の白馬村北部グラウンドに隣接す

る体育館 

20．審判記録会議 監督会議終了後、同会場で開催する。     

21．開 会 式  8 月 20 日(火)午前 9 時 30 分より北部グラウンド北コートで行う。 

22．閉 会 式  8 月 22 日(木)全試合終了後北部グラウンド北コートで行う。 

23． 傷  害   選手の傷害については、応急処置の他、主催者は一切責任を負わない。 

        参加者は、全員「健康保険証」を持参すること。 

24．そ の 他  (1)出場チームは、必ず監督によって引率され、監督は選手の全ての行 

         動に対して責任を負うものとする。 

        (2)ベンチに入る選手は、本大会に登録したうちの 25 人以内とする。 

        (3)宿泊及び昼食については別紙の通り斡旋する。 

宿泊先については、お申し込み後に事務局で決め、後日連絡する。 

宿泊費と昼食弁当代は下記の通りで、宿泊費は直接宿泊先へ、昼食弁

当代は大会期間中に、北部グラウンドネット裏の事務局へ支払う。 

宿泊  ：1 泊 2 食付(税込)６８００円 

昼食弁当：７００円（直前まで冷蔵庫保存してあります） 

※宿泊申込書等送付先は大会参加申し込み先と同じ 

希望校は別紙申込書に必要事項を明記し、6 月 28 日(金)迄に申込んで下

さい＜FAX 可＞ 

(4)宿泊はすべて事務局で割り振り斡旋する。 

(5)その他、詳細については参加チームに直接連絡すると共に、監督会議    

で定める。 

 

＜問合わせ先＞ 

 ※大会本部 〒399-9211 長野県北安曇郡白馬村神城 458-258  江成 康明  

白馬カップ大学女子ソフトボール大会実行委員会事務局 

TEL：0261-85-0072(FAX兼用)  携帯：090-8179-6761 

              E-mail：QWU11653@nifty.com    

 ※大学連盟 〒390-1295 松本市新村 2095-1 松本大学 岩間 英明 

         研究室：0263-48-7333    携帯：090-8674-0764 

         E-mail：hideaki.iwama@t.matsu.ac.jp      


