
   第１４回愛知県ティーボール大会（国際交流事業） 開催要項 

 

1. 目的   

この大会は、ティーボールを通じて親子の交流と国際交流の場を提供し、少年少女の     

健全な育成と、ティーボールの競技力向上、生涯スポーツとしての普及を目的とする。 

 

2. 主催等   

主催 愛知県ティーボール連盟 

共催 ＮＰＯ法人日本ティーボール協会 社団法人韓国ティーボール連盟 

  【公益財団法人愛知県国際交流協会 国際交流推進事業費補助金補助事業】 

後援 中日新聞社 愛知県教育委員会 名古屋市教育委員会 名古屋市観光文化交流局 

公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県レクリエーション協会 

 特別協賛 アイシン精機株式会社  NPO 法人ドラゴンズベースボールアカデミー 

   協力 一般社団法人日本女子プロ野球機構 愛知ディオーネ 

協賛 ナガセケンコー株式会社 株式会社エイビス 至学館大学  

株式会社関西地学協会 有限会社東海スポーツフィールド 

株式会社ヒマラヤ 株式会社矢場とん ヨシノ工業株式会社 蔦井株式会社 

イワクラゴールデンホーム株式会社 河村電器産業株式会社 ベル三好幼稚園  

株式会社ティエムエフ 三京アムコ株式会社 株式会社寿々  

株式会社共同写真企画 富士特殊紙業株式会社 瀬戸信用金庫  

高見起業株式会社 株式会社未来経営サポート 合資会社銭屋鋼産  

有限会社水野スポーツ 尾張東地方卸売市場運営協議会 プリントス株式会社 

名鉄観光サービス株式会社 有限会社アサヒスポーツ 株式会社中村運動具店 

日進市少年軟式野球連盟 三和電材株式会社 ゼット株式会社  

株式会社ディパーチャーズ 有限会社ファインライトサービス 

    

3. 日時 第１４回ティーボール大会（国際交流事業） 

平成３０年１１月１７日（土） 予備日 １８日（日） 

受付        ８：４５～ 

開会式       ９：００～9：２0 

試合開始      ９：３０～ 

バッティング教室  ９：３０～１３：００ 

閉会式      １６：００ 

 

平成３０年１１月１６日（金）～１８日（日）国際交流・文化体験 

名古屋市水族館・ウェルカムパーティー・名古屋城 等々 

１０月２７日（土）に指導者講習会（審判法講習会）を行います。 

＊会場 至学館大学  野球場 1３時００分～16 時３０分 

ティーボールティーチャー（TTA）初級の取得が可能です。（有料） 

4. 会場 愛地球博記念公園野球場（Ａ・Ｂ・Ｃ面）多目的広場                        

   〒480-1101 愛知県長久手市茨ヶ廻間乙 1533-1 

5. 募集チーム数 

ジュニアの部 【２０チーム】 

スマイルの部 【 ３チーム】 

国際交流の部 【 4 チーム】 韓国ティーボール連盟 招待チーム 

 



6. 競技者  

＜ジュニアの部＞ 

① 競技者の数 

登録選手は２０名までとする。＜選手は小学生４年生以下までを対象とするが、                

女の子に限り６年生までの出場を認める＞競技者は１５名とし、両チームの選手数は同

数でなければならない。但し、競技者１５名のうち、母親２名は、常時出場しなければ

ならない。 

② 守備者の数と守備位置 

守備者は１０名で行う。内２名は母親が外野手として常時出場することとする。

１０名の守備者は、本塁手と、１塁手、２塁手、３塁手、第１遊撃手、第２遊

撃手の５人の内野手と、４人の外野手に分かれる。外野手は、左翼手、第 1

中堅手、第２中堅手、右翼手に分かれる。その他の選手は、エキストラヒッタ

ー『打つだけの選手』とする。 

＜スマイルの部＞ 

競技者の数は２０名までとする 

競技者は１５名とし、両チームの選手数は同数でなければならない。 

小学生、中学生、女性、一般成人、障害者など年齢、性別などは問わない。

気楽に楽しくティーボールに親しむことを目的として参加するチームを募集

する。 

 ＜国際交流の部＞ 

    参加資格：小学生５・6 年生で編成したチームとする。 

 

7. 競技ルール 

原則として愛知県ティーボール規則に則って行う。 

愛知県ティーボール規則にない部分は、 

日本ティーボール協会のオフィシャル・ルールによります。 

 

8. 競技方法  

＜ジュニアの部＞ 

試合は全員打撃制にて２インニング制にて行う。 

各ブロックに分かれてリーグ戦を行い、その後決勝トーナメントを行う。 

決勝リーグについては、各ブロックの上位２位チームが進出とする。 

勝敗が同じ場合は、抽選とする。 

表彰はリーグ優勝チーム、決勝トーナメント上位３チームとします。 

＜スマイルの部＞ 

試合は全員打撃の２～３イニング制にてチーム数に応じた方法で行う。 

  ＜国際交流の部＞ 

試合は全員打撃の２イニング制にてチーム数に応じた方法で行う。 

人数は、15名で行う。母親は出場しない 

      ボールはケンコーティーボール 11インチゴム（グラブ使用） 

       

9. 組み合わせ 

ジュニアの部、スマイルの部、国際交流それぞれで組み分けする。 

選手の構成などを考慮し連盟にて代理抽選を行いホームページにて発表する。 

10. 参加費 １チーム当たり ￥ ５，０００円  

    国際交流については主催者負担とする。 

 



11. 経費の負担  

参加チームの経費は、すべて各チームの負担とします。 

      国際交流については主催者負担とする。 

12. 用具  ①ボール、ティー台及びバットは主催者が用意します。 

②グラブは各自で持参してください。スパイクの使用は禁止します。 

 

13. 集合場所・時間等 

８時２０分に野球場 A 面に集合し、受付で配布物を受け取ってください。 

８時４０分より 野球場A 面にて開会式を行います。 

 

14. 駐車場の案内 

南駐車場をご利用ください。ただし駐車スペースには限りがあるため 

乗り合わせてのご来場ご協力ください。満車時は、西駐車場へご移動下さい。 

※駐車場代（500円）は各参加者でご負担下さい。   

 

15. 天候による開催の可否の問い合わせ 

当日、７：００頃大会の可否を決定します。 

問い合わせは大会運営委員（松本）まで。 

16. その他 ゴミは各チームでお持ち帰りください。 

 

17. 傷害保険 傷害保険は主催者側にて一括加入する。 

 

18. 申し込み先 

別紙申込書により、８月３１日（金）までに（松本）までお申し込みください。  

参加チーム数が少ない場合には、８月３１日以降も受け付けますので、お問い合わせ

下さい。申し込みがあったチームには申し込み受理証を送ります。受理証が届かない

チームはお手数ですが速やかに事務局までお問い合わせ下さい。 

＜ホームページより＞http://www.aichi-teeball.com/ 

 

19. 愛知県ティーボール連盟に関するお問い合わせ 

＜事務局＞463-0021 名古屋市守山区大森 5-1027   

事務局長 松本 正和  Mail: aichi.teeball@gmail.com  

 

＜会場のご案内＞ 

愛地球博記念公園野球場（Ａ・Ｂ・Ｃ面）多目的広場                        

  〒480-1101 愛知県長久手市茨ヶ廻間乙 1533-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aichi-teeball.com/
mailto:aichi.teeball@gmail.com


＜お車でお越しの場合＞ 

東名高速道路・日進 JCTから、 

名古屋瀬戸道路に分岐「長久手 IC」東へ約 5 分 

または東名高速道路「名古屋 IC」東へ約 20分 

 

駐車場ご利用時の注意点・お願い 

野球場へは西入口よりご入場下さい。駐車料金５００円が必要です。 

駐車場の利用時間は 8:00～18:30（入庫は 17:30 まで）です。 

※当日は、一般のお客様もご利用をされます。上記時間前に並ぶのはお控下さい。 

 

＜鉄道でお越しの場合＞ 

○地下鉄東山線「藤ヶ丘」―乗り換えー 

東部丘陵線（リニモ）「愛・地球博記念公園」下車 

○愛知環状鉄道「八草」―乗り換えー 

東部丘陵線（リニモ）「愛・地球博記念公園」下車 

○名鉄バス「瀬戸駅前」より愛・地球博記念公園行き乗車 

「愛・地球博記念公園」下車（土・日・祝のみ） 

 

＜韓国選手宿舎の案内＞ 

 

  名古屋市青少年宿泊センター 

  〒４５９－８００１ 名古屋市緑区大高町字蝮池４番地６ 

 TEL 052-624-4401  

 

        



ジュニアの部　予選リーグ

※各リーグ２面を使って試合を行います。 ※　◎　各リーグ主任
Ａリーグ＜野球場B＞ 面 １塁側 点 点 ３塁側 審判団

3 神の倉ホワイトレッズ vs 清水ファイターズ

4 沓掛イーグルス vs ドラゴンズベースボールアカデミー東郷町校

3 神の倉ホワイトレッズ vs ドラゴンズベースボールアカデミー東郷町校

4 清水ファイターズ vs TMジュニア

3 TMジュニア vs ドラゴンズベースボールアカデミー東郷町校

4 神の倉ホワイトレッズ vs 沓掛イーグルス

3 清水ファイターズ vs 沓掛イーグルス

4 神の倉ホワイトレッズ vs TMジュニア

3 TMジュニア vs 沓掛イーグルス

4 清水ファイターズ vs ドラゴンズベースボールアカデミー東郷町校

Bリーグ＜野球場C＞ 面 １塁側 点 点 ３塁側 審判団

5 ドラゴンズベースボールアカデミー岐阜市校 vs 東山フェニックス

6 東郷ファイヤーズ vs 高森台イーグルス

5 ドラゴンズベースボールアカデミー岐阜市校 vs 高森台イーグルス

6 東山フェニックス vs 三崎ガッツ

5 三崎ガッツ vs 高森台イーグルス

6 ドラゴンズベースボールアカデミー岐阜市校 vs 東郷ファイヤーズ

5 東山フェニックス vs 東郷ファイヤーズ

6 ドラゴンズベースボールアカデミー岐阜市校 vs 三崎ガッツ

5 三崎ガッツ vs 東郷ファイヤーズ

6 東山フェニックス vs 高森台イーグルス

Cリーグ＜多目的＞ 面 １塁側 点 点 ３塁側 審判団

7 ドラゴンズベースボールアカデミー岡崎市校 vs 梅森ジャガーズ・日進キッコローズ合同

8 長根JBC vs 甚目寺ジュニアベースボールクラブ

7 ドラゴンズベースボールアカデミー岡崎市校 vs 甚目寺ジュニアベースボールクラブ

8 梅森ジャガーズ・日進キッコローズ合同 vs ドラゴンズベースボールアカデミー名古屋市校

7 ドラゴンズベースボールアカデミー名古屋市校 vs 甚目寺ジュニアベースボールクラブ

8 ドラゴンズベースボールアカデミー岡崎市校 vs 長根JBC

7 梅森ジャガーズ・日進キッコローズ合同 vs 長根JBC

8 ドラゴンズベースボールアカデミー岡崎市校 vs ドラゴンズベースボールアカデミー名古屋市校

7 ドラゴンズベースボールアカデミー名古屋市校 vs 長根JBC

8 梅森ジャガーズ・日進キッコローズ合同 vs 甚目寺ジュニアベースボールクラブ

Dリーグ＜多目的＞ 面 １塁側 点 点 ３塁側 審判団

9 高嶺JEL（たかねジェル） vs 日進ベストドリームズ

10 ドラゴンズベースボールアカデミー刈谷市校 vs 長久手少年野球クラブ

9 高嶺JEL（たかねジェル） vs 長久手少年野球クラブ

10 日進ベストドリームズ vs 品野ファイターズ

9 品野ファイターズ vs 長久手少年野球クラブ

10 高嶺JEL（たかねジェル） vs ドラゴンズベースボールアカデミー刈谷市校

9 日進ベストドリームズ vs ドラゴンズベースボールアカデミー刈谷市校

10 高嶺JEL（たかねジェル） vs 品野ファイターズ

9 品野ファイターズ vs ドラゴンズベースボールアカデミー刈谷市校

10 日進ベストドリームズ vs 長久手少年野球クラブ

③10:50〜

④11:30〜

⑤12:10〜

◎田中雄也

至学館大学硬式野球部
5面（4）
6面（4）

◎栗田徳造

至学館大学硬式野球部
7面（4）
8面（４）

◎松井智章

至学館大学硬式野球部
9面（4）
10面（４）

③10:50〜

④11:30〜

⑤12:10〜

①9:３0～

②10:10〜

③10:50〜

④11:30〜

⑤12:10〜

①9:３0～

②10:10〜

①9:３0～

②10:10〜

リーグ対戦表

◎松本正和

至学館大学硬式野球部
3面（４）
4面（４）

①9:３0～

②10:10〜

③10:50〜

④11:30〜

⑤12:10〜



交流の部

※　◎　各リーグ主任
＜野球場A＞ 面 １塁側 点 点 ３塁側 審判団

①10:00～ 1
KOREA SONGRA Elementary School

韓国 松羅初等學校
vs

梅森ジャガーズ・清水ファイターズ
合同 ６年生チーム

②10:40～ 1
梅森ジャガーズ・清水ファイターズ

合同 ５年生チーム
vs ドラゴンズベースボールアカデミー

③11:20～ 1
KOREA SONGRA Elementary School

韓国 松羅初等學校
vs

梅森ジャガーズ・清水ファイターズ
合同 ５年生チーム

④13:00～ 1 ドラゴンズベースボールアカデミー vs
梅森ジャガーズ・清水ファイターズ

合同 ６年生チーム

⑤13:40～ 1
梅森ジャガーズ・清水ファイターズ

合同 ５年生チーム
vs

梅森ジャガーズ・清水ファイターズ
合同 ６年生チーム

⑥14:20～ 1
KOREA SONGRA Elementary School

韓国 松羅初等學校
vs ドラゴンズベースボールアカデミー

スマイルの部

※　◎　各リーグ主任

＜野球場A＞ 面 １塁側 点 点 ３塁側 審判団

①9:30～ 2 岩倉ＯＢティーボールクラブ vs わ楽　(わらく）

②10:30～ 2 岩倉ＯＢティーボールクラブ vs まゆ

③11:30～ 2 わ楽　(わらく） vs まゆ

◎高崎恭輔

至学館大学硬式野球部
（4）

リーグ対戦表

◎高崎恭輔

至学館大学硬式野球部
(4）



ジュニアの部【Ａリーグ】 神の倉ホワイトレッズ 清水ファイターズ TMジュニア 沓掛イーグルス
ドラゴンズベースボール

アカデミー東郷町校
勝敗 勝ち点 リーグ順位

神の倉ホワイトレッズ
①9:30～ ④11:30～ ③10:50～ ②10:10～

　勝　　　負　　　分 点 位

清水ファイターズ
①9:30～ ②10:10～ ④11:30～ ⑤12:10～

　勝　　　負　　　分 点 位

TMジュニア
④11:30～ ②10:10～ ⑤12:10～ ③10:50～

　勝　　　負　　　分 点 位

沓掛イーグルス
③10:50～ ④11:30～ ⑤12:10～ ①9:30～

　勝　　　負　　　分 点 位

ドラゴンズベースボール
アカデミー東郷町校

②10:10～ ⑤12:10～ ③10:50～ ①9:30～
　勝　　　負　　　分 点 位

ジュニアの部【Bリーグ】 ドラゴンズベースボール
アカデミー岐阜市校

東山フェニックス 三崎ガッツ 東郷ファイヤーズ 高森台イーグルス 勝敗 勝ち点 リーグ順位

ドラゴンズベースボール
アカデミー岐阜市校

①9:30～ ④11:30～ ③10:50～ ②10:10～
　勝　　　負　　　分 点 位

東山フェニックス
①9:30～ ②10:10～ ④11:30～ ⑤12:10～

　勝　　　負　　　分 点 位

三崎ガッツ
④11:30～ ②10:10～ ⑤12:10～ ③10:50～

　勝　　　負　　　分 点 位

東郷ファイヤーズ
③10:50～ ④11:30～ ⑤12:10～ ①9:30～

　勝　　　負　　　分 点 位

高森台イーグルス
②10:10～ ⑤12:10～ ③10:50～ ①9:30～

　勝　　　負　　　分 点 位

ジュニアの部【Cリーグ】 ドラゴンズベースボール
アカデミー岡崎市校

梅森ジャガーズ・
日進キッコローズ合同

ドラゴンズベースボール
アカデミー名古屋市校

長根JBC
甚目寺ジュニアベース

ボールクラブ
勝敗 勝ち点 リーグ順位

ドラゴンズベースボール
アカデミー岡崎市校

①9:30～ ④11:30～ ③10:50～ ②10:10～
　勝　　　負　　　分 点 位

梅森ジャガーズ・
日進キッコローズ合同

①9:30～ ②10:10～ ④11:30～ ⑤12:10～
　勝　　　負　　　分 点 位

ドラゴンズベースボール
アカデミー名古屋市校

④11:30～ ②10:10～ ⑤12:10～ ③10:50～
　勝　　　負　　　分 点 位

長根JBC
③10:50～ ④11:30～ ⑤12:10～ ①9:30～

　勝　　　負　　　分 点 位

甚目寺ジュニアベース
ボールクラブ

②10:10～ ⑤12:10～ ③10:50～ ①9:30～
　勝　　　負　　　分 点 位

ジュニアの部【Dリーグ】 高嶺JEL（たかねジェル） 日進ベストドリームズ 品野ファイターズ
ドラゴンズベースボール

アカデミー刈谷市校
長久手少年野球クラブ 勝敗 勝ち点 リーグ順位

高嶺JEL（たかねジェル）
①9:30～ ④11:30～ ③10:50～ ②10:10～

　勝　　　負　　　分 点 位

日進ベストドリームズ
①9:30～ ②10:10～ ④11:30～ ⑤12:10～

　勝　　　負　　　分 点 位

品野ファイターズ
④11:30～ ②10:10～ ⑤12:10～ ③10:50～

　勝　　　負　　　分 点 位

ドラゴンズベースボール
アカデミー刈谷市校

③10:50～ ④11:30～ ⑤12:10～ ①9:30～
　勝　　　負　　　分 点 位

長久手少年野球クラブ
②10:10～ ⑤12:10～ ③10:50～ ①9:30～

　勝　　　負　　　分 点 位

交流の部 韓国 松羅初等學校
梅森ジャガーズ・清水

ファイターズ合同 ６年生
梅森ジャガーズ・清水

ファイターズ合同 ５年生
ドラゴンズベースボールアカデミー 勝敗 勝ち点 順位

韓国 松羅初等學校
①10:00～ ③11:20～ ⑤13:40～

　勝　　　負　　　分 点 位

梅森ジャガーズ・
清水ファイターズ合同 ６年生

①10:00～ ⑥14:20～ ④13:00～
　勝　　　負　　　分 点 位

梅森ジャガーズ・
清水ファイターズ合同 ５年生

③11:20～ ⑥14:20～ ②10:40～
　勝　　　負　　　分 点 位

ドラゴンズベースボールアカデミー
⑤13:40～ ④13:00～ ②10:40～

　勝　　　負　　　分 点 位

スマイルの部【Ｓリーグ】 岩倉ＯＢティーボールクラブ わ楽　(わらく） まゆ 勝敗 勝ち点 リーグ順位

岩倉ＯＢティーボールクラブ
①9:30～ ②10:30～

　勝　　負　　分 点 位

わ楽　(わらく）
①9:30～ ③11:30～

　勝　　負　　分 点 位

まゆ
②10:30～ ③11:30～

　勝　　負　　分 点 位

ティーボール大会　リーグ戦　【組み合わせ】


