
1．主　催　  全日本還暦軟式野球連盟

2．主　管　　 ・兵庫県軟式野球連盟

・兵庫県還暦軟式野球連盟

3．後　援　　 ・兵庫県　・兵庫県教育委員会　

・(公財)兵庫県スポーツ協会  

・姫路市　・姫路市体育協会

・姫路商工会議所

・(公社)姫路観光コンベンションビューロー　

・神戸新聞社　・毎日新聞神戸支局

・デイリースポーツ

・ＮＨＫ神戸放送局　・サンテレビジョン　

・ラジオ関西 ・姫路ケーブルテレビ(株)〚ウインク〛

・(株)姫路シティＦＭ21

4．協　賛　　 ・ナガセケンコー㈱　・ダイワマルエス㈱  ・㈱共同写真企画　・神姫観光(株)

・姫路女学院高等学校

5．協　力　 ・姫路市スポーツ振興協会　

6．会　期　　 令和４年9月12日（月）～15日（木）　　　予備日：16日（金）

・９月１２日（月）  監督会議－開会式 　（姫路球場）

※ 監督会議：１４時３０分～　（姫路球場/会議室）

※ 開会式　 ：１５時３０分～　（姫路球場）

・９月１３日（火） ～ ９月１５日（木）　　　競技日

7.会　場  姫路市内 ８ 会場

 Ａ会場 ：　ウインク球場（姫路球場）  Ｅ会場 ：　白浜新開野球場

 Ｃ会場 ：　香寺野球場

 Ｄ会場 ：  花田野球場

9．出場資格 （1）２０２２年度全日本還暦軟式野球連盟に登録されたチーム及び選手。

（2）昭和３８年４月１日以前に生まれた者で編成されたチーム。

（3）チームの編成は、監督以下30名以内とする。

第２２回　全日本選抜還暦軟式野球大会 　開催要項

8．出場チーム
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 Ｈ会場 ：　高砂市野球場　　

全日本還暦軟式野球連盟で決定された出場枠に基づくブロック別推薦チームとする。　
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★ 日程の都合により、初日の一回戦、16試合の勝者はＷヘッダーとなります。
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10．適用規則 ・２０２２年度公認野球規則および本大会規則を適用する。

尚、ＤＨ制は採用しない。

11.大会規則 （1）試合はトーナメント形式で７回戦とし、同点の場合は特別延長制を採用する。

（但し決勝戦は除く）

 　  打者を一塁走者、あと前打者がそれぞれ二塁、三塁走者となる。

   　特別延長は２回までとし、決着がつかない場合は抽選とする。

・【抽 選】　最終メンバーによる抽選札の○×方式で行い、○の多い方を勝ちとする。

   　ただし、決勝戦においては、通常延長を行い、最終限度は１２回とし、尚、決着が

   　つかない場合は、両チーム優勝とする。

　　　　　　　　

（3）日没、降雨、その他の理由により、審判員が試合不可能と認めたときで、５回を

　 　終了している場合、等しく完了した回までの得点によって勝利を決する。

　　 ５回を終了していないとき、又は、同点の場合は、特別継続試合(サスペンデッド

     ゲーム）とする。

　　日没を理由とする特別継続試合は、翌日の第１試合に先だって行う。

　　又、降雨を理由とする場合も、翌日の第１試合に先だって行うこととする。

（4）参加申込み書提出後は、選手の追加・変更及び背番号の変更は認めない。

　 　の確認のもとに行う。

（7）投手板と本塁間の距離は16.3ｍ、各塁間は25ｍとする。

（8）大会使用球は全日本還暦軟式野球連盟公認球のケンコーボールＭ号とする。

（9）金具スパイク及びズック靴の着用は禁止する。

(10) チームのユニフォームは同色・同形・同意匠のものとし、企業名を入れてはいけない。

　　　　　　　　　　　帽子・アンダーシャツ・ストッキング・スパイクも同様とする。 　　帽子・アンダーシャツ・ストッキング・スパイクも同様とする。

　 　ユニフォーム着用の際、ストッキングが見える状態にする。（図参照）

　 　尚、アンダーストッキングとストッキング一体形の使用は認める。

（10）ユニフォームの裾が開いているものは危険防止のため着用を禁止する。（図参照）

（11）不正出場等の規則違反に対しては、全日本還暦軟式野球連盟の定める規則に

　　　 より処理する。

（12）正当な理由なくして途中棄権をしてはならない。

 　　　もしその事実があった場合には、その事由の如何により当該チームまた場合に

　 　  よって、各府県連盟のペナルティーの対象とする。

（13）出場チームは必ず、スポーツ傷害保険に加入していること。

（14）本大会の大会細則・競技運営に関する取り決め事項、審判上の注意事項につい

       ては 、別ページに記載。

（6）背番号は監督３０番、主将１０番とし他は制限なし。ただし、００番と３桁は認めない。

（5）監督、主将の代行は、当日試合前の打順表提出に会場本部、審判員、相手チーム

（2）５回以降、得点差が７点以上の場合はコールドゲームとする。（但し決勝戦は除く）

・【特別延長制】　一死満塁で実施、打順は前回からの継続とし、走者は前回の最終

但し、5.05(ｂ)(2）【原注】による申告故意四球は採用します。



12. 組合せ 　大会役員立会いのもと、厳正に代理抽選を行う。   

　　　　　抽選 （１）日時：　　令和４年 ７月１5日（金） 午後１時３０分より

（２）場所：　　姫路市勤労市民会館　会議室

13．監督会議 　出場チームの監督、又は、主将のどちらか１名が出席し下記により行います。（マスク着用）

（１）日時：　　令和４年９月１２日（月）　　１４時３０分～

（２）場所：　　姫路球場　　会議室　

◆ チーム受付は１３時から行います。（姫路球場正面ゲート前にて）

14．開会式　 （１）日時：　令和４年 ９月１２日（月）　 １５時３０分 ～ 

（２）場所：　ウインク球場（姫路球場） （１５：００集合）

 ◆ 選手の服装はチームユニフォームを着用し、天燃芝の保護の為

　 　アップシューズ又はスパイクを着用する事。運動靴は禁止する。

15．表　彰　　 優 　勝：　優勝旗（持ち回り）・賞状　・優勝メダル

準優勝：　準優勝旗（持ち回り）・賞状　・準優勝メダル

第三位：　賞状（２チーム）

個人賞：　最優秀選手賞・敢闘賞・打撃賞・勝利監督賞　

　（決勝進出チームより）

16.参加申込み

(1)申込期限 ◆ 令和４年 ６月２５日（土）迄に所定の様式（出場選手名簿）に下記の要領で記入して、

　 Eメール（電子データ）または郵送でお願いします。

　　（様式は兵還連ＨＰよりダウンロードできます）

◆ 郵送の場合は、明確に作成し必ず２部提出願います。

◆　作成方法は監督、主将、以下背番号の若い順に背番号・氏名（フリガナ）・生年月日を

　　記載願います。

　　尚、提出された出場選手名簿（参加申込書）は、そのまま大会冊子に掲載しますので、

 　 郵送の場合、折りたたみは厳禁です。

(2)申込み先 　「第２２回 全日本選抜還暦軟式野球大会（姫路大会）」

大会実行委員会　事務局　　青木　慎一

〒664-0027　伊丹市池尻7丁目162-4

携帯 090-9987-5615 ☎・📠 072-783-7169

         Eメール：ara17101@bcc.bai.ne.jp
　　　　

17．参加料　 　

18．振込先 　《ゆうちょ銀行からの振込》　

       ゆうちょ銀行    記号：14380     口座番号　：　６６９７９９５１

　　　　口座名義人   兵庫県還暦軟式野球連盟      会計　尾崎　行雄

　《他行からの振込》　

       ゆうちょ銀行（店名　四三八：よんさんはち） （店番　４３８）　

普通預金 　　　 口座番号：６６９７９９５　

　　　　口座名義人   兵庫県還暦軟式野球連盟      会計　尾崎　行雄

１チーム６０,０００円を参加申込みと同時に下記口座へチーム名をもって振込んで下さい。



19．宿舎斡旋　（1）宿泊を希望するチームは、別紙「宿泊施設の案内」及び詳細書を熟読の上、

　 　神姫観光株式会社へ申込下さい。　

◆ 宿泊申込書は送付した用紙を原子としてお使いください。（ダウンロードはできません）

（2）申込み先

　〒 678-0804　　兵庫県姫路市保城338-1

　　　神姫観光株式会社  姫路支店

　　　　　担  当：　　　中 元  　淳  　宛 (不在時は藤本、吉見まで）

ＴＥＬ：079-224-1501 ＦＡＸ：079-285-0402

Ｅ-mail ： himeji-snk@shinkibus.co.jp

20．弁当の

　　　申込み 　 　それぞれの日にち毎の注文に成りますので熟読の上、神姫観光(株)へ申込下さい。

◆ 代金支払いはチームより直接お弁当と引換えに、つり銭のなきようお支払い願います。

◆ 14日・15日分は前日の試合終了後、17時までに神姫観光(株)へ連絡して下さい。

☆ お弁当の仕出し先はHotto Motto（ほっと もっと） 800円（お茶付き・税込）

※ 「宿泊・昼食弁当　お申込み案内」、「13日・14日・15日の弁当発注書」は組合せ表の

送付と共にお送りいたします。

21. 大会プログラム追加斡旋　　

（1）大会プログラムは１チーム２０冊を基本配布とし、それ以上の追加分は１冊１,０００円

　　 で頒布しますので、参加申込時に所定の用紙でお申込み下さい。

（2）申込先、申込み期限は16項と同様、出場選手名簿と同時にEメール（ 電子データ）又は、

　　同封の上、郵送願います。

　　 大会実行委員会　事務局　　青木　慎一　宛にお願いします。

（様式は兵還連ＨＰよりダウンロードできます）

22. その他 （１）選手は必ず健康保険証を持参すること。また、スポーツ障害保険に加入すること。

 　  大会期間中の傷病については、大会本部では救護班による応急手当までとし、

　   それ以降は、当該チーム又は個人で負担のこと。

（２）本大会に関する不明な点や問合せは下記実行委員会までお願いいたします。

　実行委員長　  安田　昭人

      〒675-0115　兵庫県加古川平岡町一色３３１－３

　　 　携　帯：090-8535-2052

　　　 Eメール:tieko0614@bb.banban.jp　

  総務委員長 　 林田　啓一   

      〒651-2274　神戸市西区竹の台6-3-316

       携　帯:080-2530-1653

　 　　Eメール:0202hayashida2016@zeus.eonet.ne.jp

  運営委員長　兼務　事務局長　　　河 野  　登

      〒656-0331　兵庫県南あわじ市湊里１３８３－２

       携　帯：090-4295-2459

　 　　Eメール:etkawano@hotmail.co.jp

　　　第２２回 全日本選抜還暦軟式野球大会（姫路大会）実行委員会

（1）昼食弁当の会場への配送を希望するチームは、別紙「お弁当発注書」13日・14日・15日

mailto:himeji-snk@shinkibus.co.jp


（3）会場

【 メ モ 欄 】

所　在　地球　 場　 名

A会場
ウインク球場 

  （姫路市立 姫路球場）
670-0974

球場責任者

林田 啓一

080-2530-1653

〒番号

Ｂ会場 姫路市立 豊富球場 679-2123

Ｃ会場

672-8023

 Ｈ会場　
高砂市総合運動公園

   高砂市野球場
676-0807

 姫路市飯田540

 姫路市豊富町3910-1

 姫路市香寺町行重335

  姫路市花田町
        加納原田813

 姫路市白浜町甲912-1

姫路市飾磨区
      中島2558

姫路市広畑区鶴町
               1-56

 高砂市米田町島526

Ｆ会場 姫路市立 中島野球場 672-8035

 Ｇ会場　 姫路市立 広畑野球場

姫路市立 香寺総合公園　　　　　
　　スポーツセンター野球場

679-2152

671-1124

Ｄ会場
姫路市立球技スポーツ　 　　　 　

センター野球場（花田球場）
671-0525

Ｅ会場 姫路市立 白浜新開野球場

青木 慎一

090-9987-5615

森本 幸伸

090-8448-9482

福田 稔

車　 和夫

080-1523-4618

甲斐　 充

090-8201-7221

090-7099-6951

池田 克彦

090-4494-2283

山村 　昇

090-9710-0440


