
2020 いびがわウィンターカップ 中学生ソフトボール大会 

 

趣趣趣趣        旨旨旨旨  ソフトボール競技に熱心な中学校女子チーム及び中学生クラブチームを県内外から招待し、試

合を行うことにより、地域ソフトボールの普及と振興、そして競技力向上を図るものである。

また、本大会は月末に行われる「第２９回東海地域小中学生ソフトボール新人大会」の審判員

の研修大会を兼ねるものとする。 

主主主主        催催催催  特定非営利活動法人いび川ソフトボール協会  

主主主主        管管管管  いびかわジュニアカップ実行委員会 

後後後後        援援援援  揖斐川町、揖斐川町教育委員会、揖斐川町体育協会、岐阜新聞・岐阜放送 

特別協賛特別協賛特別協賛特別協賛  ダイワマルエス株式会社、アイキスポーツ 

期期期期        日日日日  令和２年３月１４日（土）、１５日（日）（予備日なし） 

会会会会        場場場場  揖斐川町 揖斐川健康広場多目的グラウンド 

      〒501-0603 岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方853-49  TEL (0585)21-3100  

      市場グラウンド 

      岐阜県揖斐郡揖斐川町市場１５４６－２７ (株)天木鉄工いび工場南側  

参加参加参加参加チーム数チーム数チーム数チーム数（東京都）あきる野ＴＫｓ（大阪府）大阪大東ウィナーズ、大阪イーリス 

       （長野県）松代中学校（福井県）松陵中学校（滋賀県）長浜西中学校（１５日のみ） 

      （愛知県）ＡＩＣＨＩ、ハッピーフレンズ、安城北クラブ、トリプルＡ、ＮＳＡ、 

           朝日ヶ丘中学校、矢作北中学校 

      （三重県）三重県選抜（１４日のみ）（静岡県）５ＳＴＡＲＴ 

      （岐阜県）揖斐川・揖東中学校、池田中学校、岐阜県選抜、瑞浪中学校、長森・岐北中学校、

大垣ミナモ・岐阜ＲＩＳＥ・岐阜ＮＥＸＵＳ 

チーム編成チーム編成チーム編成チーム編成  県協会主催の大会に準じたかたちで行うものとする（監督１名、コーチ２名、スコアラー１

名、選手２５名以内）。ただし以下の特例を認めることとする。 

① ２チーム以上の中学校もしくはチームからなる合同チームの出場 

② 現在小学６年生が来年度進学、所属予定のチーム等での出場 

③ 中学3年生の出場 

※合同チームもしくは小学6年生が出場するチームに限り、ユニフォームナンバーの重複

及び違うユニフォームでの出場は認める。また小学６年生については中学生と同一規

格で競技することとする。 

大会参加費大会参加費大会参加費大会参加費  ８，０００円（１日のみは４，０００円） 

競技規則競技規則競技規則競技規則 （１）２０１９年度オフィシャル・ルールを準拠する。 

（２）使用ボールは、ダイワマルエス３号球とし、各チームで１試合あたり２球（内１球は新品）

ずつ用意する。ただし、順位決定トーナメントに限り大会本部で用意する。 

（３）各チームは試合開始前、審判員の合図でメンバー表３部を持って集まり攻守の決定をする。 

（４）ベンチは若番を一塁側とし、フィールディングは行わないものとする。 

（５）主催者で主審及び塁審（１塁）は用意しますが、それ以外は対戦チームで調整して下さい。 

（６）４回以降１０点差の場合はコールドゲームとする。 

（７）試合時間は以下のとおりとし、予選リーグ及び交流試合は制限時間内のバッターをもって

打ち切りとし、順位決定トーナメントは試合時間を超えた場合は次のイニングに入らない

こととする。 

  ・予選リーグ・・・７０分 交流大会・・・６０分   

・順位決定トーナメント ８０分 

（８）順位決定トーナメントのみ８０分を越えてまたは７回終了時点で同点の場合はタイブレー 

カーを適用し勝敗を決するまで行い、それ以外は引き分けとする。 

（９）予選リーグの組合せは大会本部で行い、順位決定トーナメントについては予選リーグの結

果によるものとする。交流大会については別紙のとおりとする。 

（10）天候、日没、選手の健康状態、その他の事由で試合運営上問題が生じた場合、本部と審

判員との合議により判断する。 

（11）大会出場チームの責任者等は選手の行動とプレーの安全に十分な指導を徹底して下さい。 

（12）試合終了後、両チームでグランド整備を行ってください。 

    



試合方法試合方法試合方法試合方法 参加チームを２会場に分け各チーム３試合の予選リーグを行い、勝ち点制により順位を決定。

各会場４位までを順位決定トーナメントへ、下位チームは交流戦を行う。 

                    勝ち・・・３点  引き分け・・・１点  負け・・・０点 

     ※勝ち点が同じ場合（勝敗数は考慮しない）の順位の決定方法は、試合成立イニングまでの失

点数をもって決定する。それでも同点の場合は、抽選とする。なお、予選リーグについては

攻守に関係なく試合終了時点で得点の多いチームを勝者とするので、注意してください。 

表表表表        彰彰彰彰  優 勝・・・優勝旗（持ち回り）、優勝カップ（持ち回り）、賞状、楯 

 準優勝・・・準優勝カップ（持ち回り）、賞状、楯 

第３位・・・賞状、楯 

敢闘賞・・・賞状 

監督会議監督会議監督会議監督会議  令和２年３月１４日（土）午前8時00分より球場本部にて行います。 

開開開開    会会会会    式式式式 今回は試合会場が分かれているため開会式は行いません。また、受付は各会場でお願いします。 

閉閉閉閉    会会会会    式式式式 順位決定トーナメントの決勝戦が終了後、A球場で行います。        

 ※閉会式は１位から４位のチームのみ参加とする。         

そそそそ    のののの    他他他他  ①当日の天候が悪い場合は、６時００分に大会本部が決定しますが、原則として降雪以外は実

施するものとします。 

     ②当日天候が悪く、どちらか１日のみの開催の場合については以下のとおりとします。 

      ○３月１４日（土）が悪天候の場合 

       翌日のみの１dayトーナメントに変更します。 

      ○３月１５日（日）及び両日が悪天候の場合 

       順延をせず、大会を中止とします。 

問合せ先問合せ先問合せ先問合せ先 実行委員会事務局  田島孝二  ０９０－６０８０－６８５８ 



令和 ２年 ３月１４日（土） 《予選リーグ組合せ表》 

 

  Ａブロック：第1試合 ９：００～１０：1０ 第2試合 １０：2０～１１：3０ 第3試合 １1：4０～１2：5０   第4試合 １3：0０～１4：1０ 第5試合 １4：20～１5：3０  第６試合 １５：４０～１６：５０  

   Bブロック： 第1試合 ９：００～１０：1０ 第2試合 １０：2０～１１：3０ 第3試合 １2：0０～１3：1０   第4試合 １3：2０～１4：3０  

 

（Ａブロック）（Ａブロック）（Ａブロック）（Ａブロック）会場：会場：会場：会場：揖斐川揖斐川揖斐川揖斐川健康広場健康広場健康広場健康広場多目的グラウンド多目的グラウンド多目的グラウンド多目的グラウンド                                                            （Ｂブロック）会場：市場グラウンド（Ｂブロック）会場：市場グラウンド（Ｂブロック）会場：市場グラウンド（Ｂブロック）会場：市場グラウンド    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※空き会場で練習や試合等をしていただいても結構です。ただし、Bブロックは第４試合終了後となります。 

  空き会場：C-４ B-6 C-6 

 ※各ブロック上位４チームが翌日の順位決定トーナメントに進出できます。それ以外のチームは交流戦になります。 

 



２０２０２０２０２０２０２０２０    いびかわいびかわいびかわいびかわ....カップ中学生ソフトボール大会カップ中学生ソフトボール大会カップ中学生ソフトボール大会カップ中学生ソフトボール大会    

 

順位決定—トーナメント組合せ表順位決定—トーナメント組合せ表順位決定—トーナメント組合せ表順位決定—トーナメント組合せ表            令和令和令和令和    ２２２２年年年年３３３３月月月月１１１１５５５５日（日（日（日（日日日日））））    

 

      Ｂ⑤  

 

 優勝 

  

    Ａ⑤     

   Ａ④       Ｂ④  

 

 

 

   Ａ①      Ｂ①      Ａ②      Ｂ②  

Ａ1位     Ｂ４位  Ａ２位        Ｂ３位  Ｂ２位       Ａ３位  Ｂ1位      Ａ４位 

 

 

３位 

試合時間 

① 8:30～ 9:50 

②10:00～11:20 

④12:40～14:00 

⑤14:10～15:30 

Ａ③ Ｂ③ 

Ｃ④ 試合時間  

③11:30～12:30 

④13:00～14:00 

⑤14:10～15:10 

Ｃ⑤ 

Ａ③負 

 

Ｂ③負 

※交流戦の審判はセルフでお願いします。 



令和２令和２令和２令和２年年年年３３３３月月月月１５１５１５１５日（日）日（日）日（日）日（日）    《交流戦組合せ表》《交流戦組合せ表》《交流戦組合せ表》《交流戦組合せ表》    

 
   （試合時間） 第1試合   ８：３０～ ９：３０   第4試合 １２：２０～１３：２０ 

第2試合   ９：４０～１０：４０   第5試合 １３：３０～１４：３０ 

          第3試合  １０：５０～１１：５０   第6試合 １４：４０～１５：４０ 

                           

（割振） １                                      ２ 

      ３                    ４ 

      ５                   ６ 

      ７                   ８ 

      ９ 長浜西中学校            １０ 

      １１                  １２ 

 

 【Ａ面】  

 チーム名（1塁側）  チーム名（3塁側） 

第1試合 １ × ２ 

第2試合 ９ 長浜西中学校 × １０ 

第3試合 １  × ３ 

第4試合 １ × ４ 

第5試合 １  × ８  

第6試合 ９ 長浜西中学校 × ６ 

 【Ｂ面】 

 チーム名（1塁側）  チーム名（3塁側） 

第1試合 ３ × ４ 

第2試合 １１ × １２ 

第3試合 ２ × ４ 

第4試合 ２ × ３ 

第5試合 ２ × ５  

第6試合 １１ × ４ 

【Ｃ面】 

 チーム名（1塁側）  チーム名（3塁側） 

第1試合 ５ × ６ 

第2試合 ５ × ７ 

第3試合 ９ 長浜西中学校 × １１  

第4試合 ５ × ８ 

第5試合 ９ 長浜西中学校 × １２ 

第6試合 ３ × １２  

【D面】 

 チーム名（1塁側）  チーム名（3塁側） 

第1試合 ７ × ８ 

第2試合 ６ × ８ 

第3試合 １０ × １２  

第4試合 ６ × ７ 

第5試合 １０ × １１ 

第6試合 １０ × ７  

※競技方法は予選リーグと基本的には同じですが、時間の範囲内で当該チーム同士で適宜決定してい

ただいても結構です。また、１～９につきましては先着順で番号を決めてください。遠方から参加

しているチームを優先して割り振りをしていただけると助かります。なお、審判はセルフです。 



歴代優勝チーム一覧表 

 

年度 優勝チーム 準優勝チーム 3位／敢闘賞 

２００９ 岐阜市立岐北中学校 多治見市立南ヶ丘中学校 

郡上市立明宝中学校 

岐阜市立精華中学校 

２０１０ 大野町立大野中学校 福井市立足羽中学校 

揖斐川町立揖斐川中学校 

池田町立池田中学校 

２０１１ 名古屋西レディースジュニア 郡上市立白鳥中学校 

 

 

２０１２ 降雪のため中止 

 

 

２０１３ 岐阜ＮＥＸＵＳ トリプルＡ 

ＡＤＲ 

長野市立篠ノ井西中学校 

２０１４ 名古屋市立はとり中学校 ＡＩＣＨＩ 

トリプルＡ 

岐阜県選抜 

２０１５ ＮＡＲＵＭＩ中等部 名古屋市立はとり中学校 

ＡＤＲ 

伊那市立伊那東部中学校 

２０１６ 岐阜県選抜 ＡＩＣＨＩ 

岸和田市立久米田中学校 

伊那市立伊那東部中学校 

２０１７ ハッピーフレンズ ＡＩＣＨＩ 

大阪大東ウィナーズ 

岐阜県選抜 

２０１８ 

ＡＩＣＨＩ トリプルＡ  

※雨天のため両チーム優勝 

岐阜県選抜／ハッピーフレンズ 

※雨天のため両チーム 3位 

２０１９   

 

 

 


