令和元年 ９月２８日
場所：愛知県スポーツ会館
時間：１８：００～
令和元年度 第１５回愛知県ティーボール大会
第５回運営委員会 議題
（１）報告事項
①台湾への遠征
１１月 1 日（金）～11 月 5 日（日）4 泊 5 日 18 人招待・・・辞退
②日進市体育協会主催ティーボール教室
９月２２日（日）日進市総合運動公園 加藤さんと梅森ジャガーズの皆さん、松本
③第１５回愛知県ティーボール大会 参加チームについて（９月２６日現在）
メンバー登録・状況確認

ジュニアの部
1 水野少年野球クラブ
2 ドラゴンズベースボールアカデミー刈谷校
3 ドラゴンズベースボールアカデミー岡崎校
4 ドラゴンズベースボールアカデミー東郷校
5 ドラゴンズベースボールアカデミー岐阜校
6 ドラゴンズベースボールアカデミー名古屋校
7 神の倉ホワイトレッズ
8 品野ファイターズ
9 堤スターズ
10 東郷ファイヤーズ
11 亀の子少年野球クラブ
12 日進ベストドリームズ
13 長根 JBC
14 沓掛イーグルス
15 ＴＭジュニアＡ
16 ＴＭジュニア B
17 レッドファイターズ
18 東山フェニックス

19 侍
20 三崎ガッツ
21 高森台イーグルス
22 高嶺 JEL
23 清水ファイターズ
24 古西モンスターズジュニアⅡ
25 名古屋ウエスタンズ
26 千秋少年野球クラブ
27 日進少年野球クラブ
28 美和ビッキーズ
29 長久手少年野球クラブ
30 トライアルＢＣ
31 日進キッコローズ
32 梅森ジャガーズ+筒井ボンズ連合チーム
33 アローズ
34 尾張ライナーズＡ メンバー表未確認
35 尾張ライナーズＢ メンバー表未確認
36 瀬戸市立幡山西小学校

スマイルの部
1 まゆ

2 岩倉ＯＢティーボールクラブ

3 わ楽

国際交流の部
1ＤＢＡ連合チーム

2 愛名連合

3 韓国チーム 4 台湾チーム

（２）審議事項
①タイムテーブル（案）確認（1 試合完了 40～50 分間）
７：００ ※開場するならば利用料金２時間分料金追加となる
→愛・地球博記念公園（モリコロパーク）に申請中
７：００ 役員集合・打ち合わせ（雨天中止の場合の判断）
７：１５ 学生集合・準備開始
８：００ 受付開始
８：３０ 開会式
８：４５～立浪和義氏によるバッティング教室
ジュニアの部 36 チーム＝3 チーム×12 組･面の確保が課題となる。
１次予選は 3 イニング制。2 次予選・決勝戦は 2 イニング制
最終回は、勝敗が決定した時点で試合終了とする。
予選リーグの成績は勝ち点制とし、勝ち点が同じ場合は直接対決で勝ってい
るチームを上位とし、直接対決で決まらない場合は抽選とする。
「勝ち」は２点、
「負け」は０点、
「同点」は 1 点とする。
９：３０～１０：２０ 1 次リーグ第 1 試合 50 分
１０：２０～１１：１０ 1 次リーグ第 2 試合 50 分
１１：１０～１２：００ 1 次リーグ第 3 試合 50 分
2 次予選リーグ抽選
１２：３０～１３：１０ 2 次リーグ第 1 試合 40 分
１３：１０～１３：５０ 2 次リーグ第 2 試合 40 分
１３：５０～１４：３０ 2 次リーグ第 3 試合 40 分
決勝トーナメント抽選
１５：００～１５：４０ 決勝トーナメント 40 分 準決勝
１５：４０～１６：２０ 決勝戦・3 位決定戦
１６：３０～
閉会式
～１８：３０ グラウンド整備、大会用具撤収完了
ジュニアの部 12 面 スマイルの部 1 面
国際交流の部 1 面（韓国・台湾・日本 2 チーム）
野球場Ａで 3 面,野球場Ｂで 3 面，野球場Ｃで 3 面→難なら多目的広場で+1 面
多目的広場で 5 面（6 面の可能性もあり）
②両日雨天の場合、国際交流試合を開催できる屋内施設至学館大学体育館に依頼
③広告掲載企業の状況報告(田中・栗田)10 月 12 日現在 広告費 785,000 円
協賛いただいた企業様に大会当日の開会式への招待・大会参観のご案内を出す方向で。
協賛いただいている企業に今後も支援していただけるよう、機会があれば試合の様子を
見ていただくなど、大切にしていかなければ次年度以降の協賛がへってしまうのでは。
④審判講習会について（松本）

9 月 28 日現在では 7～8 名+至学館大学の学生の参加予
定なので、案内を出して参加者を募る。
日本協会への申請・・平松(赤司)
資料、書類作成・・・松本
(名簿、領収書、レポート用紙)
審判講習会（監督者会議）の連絡・・・高﨑
出場チーム関係者へ出席の連絡
当日の動き（案）
10 月 2６日(土) 至学館大学(雨天決行) 会場準備(田中)

１３：３０～
受 付
１４：００～１５：００ 講 義(約１時間)
１５：００～１６：００ (+移動)実技講習３０分
+試合形式６０分
１６：００～１６：３０ 質疑応答・監督者会議

(松本・栗田)
(理事長・平松)
(松本・加藤)
（DBA、梅森ジャガーズ）
(平松・赤司・松本)

⑤韓国・台湾チームの動向について(平松)
11 月 29 日（金）
韓国チーム・台湾チームを観光バス一台で移動 名鉄観光に依頼
10:05 着→名古屋港水族館（車内昼食）12:00 着→15:00 発
名古屋市役所 15:30 着・見学→名古屋市青少年宿泊センター17:30 着
（名古屋市南区大高町）→ウェルカムパーティー18:00～20:30
・ウェルカムパーティーに国際交流対象選手参加を依頼（ＤＢＡ、愛名連合）
11 月 30 日（土）
6:00 起床→6:30 朝食→7:30 出発→モリコロ 8:00 着→8:30 開会式
昼食モリコロにて（弁当）17:30 モリコロ発→18:30 矢場とんセントライズ
店（名古屋市中区栄 3 丁目 3-21 Ｂ－１Ｆ）→20:30 宿泊センター着
12 月 1 日（日）
7:00 起床→7:30 朝食→宿泊センター9:00 出発→
9:30 着 名古屋城 11:00 発→12:00 着ヒマラヤ本館（岐阜市江添町 1 丁
目 4-6）14:30 発→16:00 着セントレア→18:20 発
※11 月 30 日(土)が雨天の場合、12 月 1 日(日)と入れ替え
⑥２０１９ティ―ボール規則の確認
昨年の反省会より
●バットの投げ捨てについて、1 回目指導、2 回目からはアウト
＜目的は安全のため、
→審判講習会で重点指導、試合当日の監督会議でも確認
●1 次予選は３イニング、
2 次予選、決勝Ｔは、2 イニング、勝敗がついた場合はこの限りでない
・代表者は午前８時３０分に野球場 A 面に集合し、受付を行う。
・受け付け終了後、選手は開会式の準備に野球場 A 面ヘ入って下さい。
・組み合わせ発表 ホームページにて 11 月１６日(土)以降に発表でよいか。
（３）今後の予定
○審判法講習会
１０月 2６日（土）場所：至学館大学 １３時～１６時
○第６回運営委員会 １０月２６日（土）１８：００～ 至学館大学野球場（監督室）
○ＤＢＡキッズ野球教室 11 月 2 日（土）一宮総合運動場 いちい信金グランド(予約済み)
○ニュースポーツフェスティバル２０１９(モリコロパーク)について
1１月１７日（日） 10 時～15 時（15 名の協力をお願いします）
○第 7 回運営委員会 11 月 2３日（土）１８：００～ 愛知県スポーツ会館
○大会前日準備 １１月２９日（金）
・ポイント打ち込み １４：００～モリコロ 集合
○１１月３０日（土）予備日１２月１日（日） 第１５回愛知県ティーボール大会
（モリコロパーク 野球場 ABC 面＋多目的広場）
○1２月 7 日（土） 第１５回愛知県ティーボール大会 反省会

各地区のティーボール情報交換
◎ティーボール教室(計１０回)：名古屋市東区スポーツセンター酒井大輔さん
５月１１日、１８日 ６月１日、８日、１５日 女子プロ野球選手とのコラボ
９月７日、２１日
１０月５日、１１月９日、１２月７日 全て土曜日１２：４５～１３：４５
◎ 大会運営について
A：タイムテーブルについて
・・・松本・赤司
Ｂ：役員連絡（集合時間・雨天時）
・・・平松
雨天時チーム代表者連絡
・・・後日、担当を割り振り
Ｃ：準備の割り振り
・・・赤司
Ｄ：大会本部（机・椅子の運搬）
・・・松本
Ｄ：大会本部（テント・放送機器）
・・・加藤
Ｅ：審判人数（学生さん）
・・・田中
Ｆ：弁当数確認
・・・加藤
Ｇ：審判について（リーグ主任）
・・・栗田
Ｈ：大会前グラウンド準備確認
・・・伊藤
Ｊ：道具の確認
・・・松井，加藤
K：受付準備
・・・高﨑
L：来賓対応
・・・平松・赤司、髙橋、児玉

