第 13 回愛知県ティーボール大会 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様々な人々が交流する場を提供し、
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
後援 中日新聞社 愛知県教育委員会
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
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
イワクラゴールデンホーム株式会社 蔦井株式会社 ヨシノ工業株式会社
河村電器産業株式会社
ベル三好幼稚園
株式会社ヒマラヤ
株式会社共同写真企画 株式会社ティエムエフ 大橋運輸株式会社
富 士特殊 紙業株 式会 社 ゼット 株式会 社 株式 会社未 来経営 サポート
瀬戸信用金庫
合資会社銭屋鋼産
有限会社水野スポーツ
有限会社アサヒスポーツ 株式会社中村運動具店
プリントス株式会社
日進市少年軟式野球連盟 株式会社ディパーチャーズ 高見起業株式会社
尾張東地方卸売市場運営協議会
3.

4.

5.

6.

日時 平成 29 年 11 月 3 日（祝） 予備日 4 日（土）
受付
8：10～
開会式
8：40～8：55
バッティング教室
8：55～9：25
試合開始
9：40～
閉会式
16：00

10 月 21 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 14 時 00 分～17 時 00 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）
会場 愛知県森林公園 第 1･第 2 野球場・運動広場
〒488-8555 愛知県尾張旭市大字新居 5182-1
公園施設 ＴＥＬ 0561-53-1551（代）ＦＡＸ 0561-53-4414
運動施設 ＴＥＬ 0561-53-1552
ＦＡＸ 0561-53-9876
受付は第 1 野球場で行います。
募集チーム数
ジュニアの部 【32 チーム】
スマイルの部 【5 チーム】
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。

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

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。
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。
競技方法＜ジュニアの部＞
試合は全員打撃制の 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。
決勝トーナメント進出については、各ブロックの 1 位チームとする。
勝敗が同じ場合は、競技規則に従う。
決勝トーナメントは勝敗が決定した時点で試合終了とする。
表彰は決勝トーナメント上位３チームとします。
優勝チームは、翌年 8 月開催（メットライフドーム）の全国大会への出場
権を授与します。
＜スマイルの部＞
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。
組み合わせ
ジュニアの部、スマイルの部それぞれで組み分けする。
選手の構成などを考慮して役員で決定し、ホームページにて発表する。
参加費
１チーム当たり￥5,000 円
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。
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。金属スパイクの使用は禁止します。
③ビブスは主催者で用意します。お持ちのチームは持ち込み下さい。
集合場所・時間等
8 時 10 分に野球場 第１野球場 A コートに集合し、
受付にプラカードを渡し、配布物を受け取ってください。
8 時 40 分より 第 1 野球場 A コートにて開会式を行います。
8 時 30 前にはグラウンド内に入れません。
駐車場の案内
係りの者の指示に従って駐車してください。ただし、駐車スペースには限
りがあるため乗り合わせの来場にご協力くださいませ。近隣の路上駐車は

絶対にしないようしてください。大会が中止になることもあります。
14.

15.
16.

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。
順延、または中止の場合に限り、大会役員より各チームの連絡責任者に連
絡致します。
その他
ゴミは各チームでお持ち帰りください。
申し込み先
別紙申込書により、8 月 31 日（木）までに（平松）までお申し込みください。
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/
17. 愛知県ティーボール連盟に関するお問い合わせ
＜事務局＞484-0927 犬山市字的場 1-1
事務局長 平松 聡
Mail: aichi.teeball@gmail.com
HP:www.aichi-teeball.com
18. ＜会場のご案内＞

＜お車でお越しの場合＞
東名高速道路
名古屋第二環状自動車道
春日井インターから約 25 分
大森インターから約 20 分
名古屋インターから約 30 分
＜公共交通機関のご案内＞
名鉄瀬戸線
「三郷」駅から森林公園正門まで徒歩約 30 分（タクシーで約 5 分）
「尾張旭」駅から植物園南門まで徒歩約 20 分（タクシーで約 5 分）
ＪＲ中央本線
ＪＲ中央本線「高蔵寺」駅から徒歩約 60 分（タクシーで約 10 分）

