ＣＢＳ軟式野球カレッジリーグ
＜リーグ内容＞
○主 催（運営本部）
：仙台市民球団企業組合

・協 力：ＣＢＳ軟式野球大会実行委員会 他

○「リーグ戦」
「トーナメント大会」
「夏季関東交流大会」を実施する
①「リーグ戦」
：自主対戦形式 ／両チームで試合管理（試合進行と試合結果の報告）を行う ／会場手配・球審手配・試合日程は「運営本部」で管理する
／運営本部に「追加審判」派遣を依頼する際は、1 名追加につき審判費用 3 千円を納める事
・開催時期：5 月～11 月 ／月 2 回程度 土曜日開催（チーム事情により平日開催も有り）／各チームと 2～3 試合×加盟チーム数
・試合会場：仙台市内野球場（長命ヶ丘公園／評定河原公園他）／東北大学川内グランド等学校グランド
・上位大会：リーグ 1 位「東日本大会（関東地区開催）
：東北Ｖｓ関東」出場

／2 位、3 位「東北大会：東北 6 県代表チーム」出場

②「トーナメント大会」
：リーグ加盟チームと未加盟学生チーム参加による「ＣＢＳ東日本大会」出場を賭けた大会
・開催時期：9 月（土曜・日曜） ／10～16 チーム参加予定
・参加費：加盟チーム（18,000 円）／未加盟学生チーム（20,000 円）
・試合会場：仙台市近郊野球場（長命ヶ丘公園 他）／東北大学川内グランド等
・上位大会：優勝「東日本大会（関東地区開催）
：東北Ｖｓ関東」
」出場 ／準優勝「東北大会：東北 6 県代表チーム」出場
③「夏季関東交流大会」
：関東地区チームと大会、合宿を通じて親睦を深める（2021 年度は、新型コロナウイルス感染予防対策の為開催中止とします）
・開催時期：8 月～9 月（夏休み期間中）／2 泊 3 日の大会合宿（合宿費用は別途）
・開催地未定 ／参加チーム数未定
○リーグ加盟条件：宮城県内の大学、専門学校に在籍する学生で編成した軟式野球チーム
・現役の大学生、専門学校生であること ／各学校の所属団体の有無は関係なし ／複数校の学生でチーム編成も可
・リーグ年間加盟料：1 チーム 10,000 円

／1 試合毎に 2,500 円（球場使用料、球審（1 名分）料）を納める（学校グランド使用時は別途）

・加盟チーム：6～12 チーム予定
・各種「ＣＢＳ軟式野球大会」の参加費割引制度あり（下記参照）
・その他「下記リーグ規約等」を参照
○社会貢献活動の積極参加
①中学生、小学生向け指導サポート：
「ＴＢＡ週末リーグ」
「ＴＢＡ軟式野球クラブ」の活動（練習）サポート
②まちおこし、社会活動サポート：農園、福祉施設等のボランティア活動に参加し、社会性を育む

＜リーグ規約＞
（名称）ＣＢＳ軟式野球カレッジリーグ宮城と称する
（目的）
「大学生」
「専門学校生」が参加するリーグで、リーグを通じて、野球の底辺拡大とチーム・人材・キャンパス・地域・社会交流を育む事を目的とします。
（主催／リーグ本部）仙台市民球団企業組合 理事長 鈴木 悟

〒981-8003 宮城県仙台市泉区南光台 4－23－32
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022-274-5090

e-mail： tba@cbs-bbs.or.jp ／ URL: https://www.cbs-bbs.com
1．参加資格
・リーグの趣旨に賛同する宮城県の大学、専門学校等に在籍する者で編成されたチームであること
・18 歳以上の男女 9 名以上で登録ができること（登録人数の制限は特に設けず、試合会場に来た者を登録メンバーと見なす）
・リーグミーティング（年数回）に参加可能なこと
・リーグ戦は自主対戦（ライン引き等会場準備、試合進行、試合結果報告等）方式となりますので、両チーム協力のもと行うことが出来ること
・野球の底辺拡大や社会貢献活動に積極的に参加できること
2．加盟申込み手続き
・毎年 4 月 20 日までに別紙「加盟申込書」をリーグ本部にＦＡＸ：022-274-5090 又はメール:tba@cbs-bbs.or.jp にて送信する
・加盟申込みについて、随時 ＴＥＬ:022-274-5089、メール:tba@cbs-bbs.or.jp 等でお問合せを承ります
3．参加費用
・リーグ年間加盟料：1 チーム 10,000 円 ／1 試合毎に 2,500 円（球場使用料、球審（1 名分）料）を納める（学校グランド使用時は別途）
・加盟料の振込みは、下記指定口座に、リーグ戦開幕前の 4 月末日までに完了する事
振込口座）

＊振込手数料はご負担願います＊

・仙台銀行 南光台支店（普通）5034589
4．参加チーム数

仙台市民球団企業組合 理事長

・ゆうちょ銀行 記号 18160 番号 22672901

鈴木悟

仙台市民球団企業組合 理事長 鈴木悟

・6～12 チーム
5．試合内容、開催期間
・リーグ戦（自主対戦方式） 両チームで試合管理（試合進行と試合結果の報告）を行う
・会場手配、球審手配、試合日程は「運営本部」で管理する（開催日程等はホームページに掲載します）
・運営本部に「追加審判」派遣を依頼する際は、1 名追加につき審判費用 3 千円を納める事（申込は 1 週間前までにお願いします）
・開催時期：5 月～11 月

／月 2 回程度 土曜日開催（チーム事情により平日開催も有り）／各チームと 2～3 試合×加盟チーム数

・試合会場：主に長命ヶ丘公園野球場（使用料はチーム折半）／ 東北大学川内グランド等学校グランド（使用料無料）
・上位大会：リーグ 1 位「東日本大会（関東地区開催）
：東北Ｖｓ関東」出場

／2 位、3 位「東北大会：東北 6 県代表チーム」出場

6．その他
・「トーナメント大会」
：リーグ加盟チームと未加盟学生チーム参加による「ＣＢＳ東日本大会」出場を賭けた大会(大会要項等別紙参照)
・運営本部が管理運営を行います
・開催時期：9 月（土曜・日曜） ／10～16 チーム参加予定（参加費：加盟チーム（18,000 円）／未加盟学生チーム（20,000 円）
）
・上位大会：優勝「東日本大会（関東地区開催）：東北Ｖｓ関東」」出場 ／準優勝「東北大会：東北 6 県代表チーム」出場
・
「夏季関東交流大会」
：関東地区チームと大会、合宿を通じて親睦を深める（大会要項等別紙参照）
・運営本部が管理運営を行います
・開催時期：8 月～9 月（夏休み期間中）／2 泊 3 日の大会合宿（合宿費用は別途）
・各種「ＣＢＳ軟式野球大会」の参加費割引制度あり（別紙：各種「ＣＢＳ軟式野球大会」の参加費割引特典 参照）
・社会貢献活動の積極参加
①中学生、小学生向け指導サポート：
「ＴＢＡ週末リーグ」「ＴＢＡ軟式野球クラブ」の活動（練習）サポート
②まちおこし、社会活動サポート：農園、福祉施設等のボランティア活動に参加し、社会性を育む
7．試合に関する規約
（１）90 分 7 回制とし、試合開始後 90 分を越えて新しい回に入らず、均等回の得点をもって勝敗を決める。
雨天等悪天候、日没等により試合続行が不可能となった場合は 5 回終了を持って試合成立とする。
（２）引分けの場合
90 分終了時点もしくは 7 回終了時点で同点の場合、引き分け（勝ち点 1）扱いとする
（３）コールドゲームは採用しない
（４）試合ルール
・ルールは公認野球規則に準ずる。
・グラウンドルールに関しては、両チーム協議の上決定する。
（５）順位の決定方法
・勝ち：3 点／引き分け：1 点／負け：0 点

／勝ち点の多いチーム順とする

・勝ち点で並んだ場合は右記の方法で順位を決める ①勝利数の多いチーム ②負け数の少ないチーム ③直接対決の結果 ④抽選
（６）審判について（両チーム協議の上、対応をお願いします）
球審は運営本部で手配し、塁審（1～3 名）は各チームから帯同審判をお願いします。（運営本部に追加審判派遣を依頼する場合は、上記参照の事）
（７）用具
・試合球は各チームで2個づつ（公認球Ｍ号）新球(中古も可）を持ち出し試合球とする。

・試合中紛失したボールは紛失チームが補充する。 （ボールメーカーの選定や新球・中古の判断は、両チーム協議の上決定する）
・ユニフォーム、帽子等は同一が望ましいが、対応できない場合は所持するユニフォーム着用の対応可（相手チームの了解を得る事）
・打者は、必ずヘルメットを着用する。
・金属バットは、ＪＳＢＢ規格品である事とする。尚、天候上、使用危険と審判団が判断した場合は、金属バットの使用を禁止する場合もあります。
・捕手は、マスク、レガ－ス、プロテクターを着用する。
（８）グラウンドマナー
・大会規約にのっとり、マナーを遵守したフェアプレーができること。
・相手チームへの選手、審判員へのヤジは禁止とする。
・グラウンド整備を含む試合会場の後片付けや清掃、空き缶・吸殻・ごみの持ち帰り等は、必ず各チームで管理しマナーの向上に努めること。
・大会中に発生した事故・傷害・トラブル・野球道具の損傷に関して主催者は一切責任を負わない。
（各チームで、傷害保険等の加入をお勧め致します。）
・会場施設を破損した場合、修繕にかかる費用は当事者の負担とする。
（事故等が起きた場合、リーグ本部に必ず報告をすること）
（９）試合運営について
・試合開始時刻に選手が 9 名揃わなかったチームは、対戦チームより不足人数分の守備要員を借りて試合を成立させること。その際打席に立つのは
自チームの選手のみとする。また、不足人数分の点数が対戦チームに追加点として計上されます。
（例として：6 名しか集まらず、対戦チームより 3 人の守備要員を借りた場合、対戦チームに 3 点を献上し、3－0 のスコアーから試合開始とする。
）
・怪我人等が発生して 9 人を下回る場合も上記同様、対戦チームより不足人数分の守備要員を借りて試合を成立させる。
（追加点も同様とする）
・各チームはメンバー表 2 部（審判用、相手チーム用）を提出する。

・ファウルボール拾いは、両チーム協力の元行う。

・指名打者（ＤＨ）は投手のみ使用可能です。
（１０）雨天時等の試合運営について
・試合の開催決定、中止は当日のグラウンドにて両チームにより決定する。
（球場施設側から使用中止が告げられた場合は、それに従う）
・予め雨天等中止を決定した場合は、主催者側から当日の 6 時 30 分頃に各チームにご連絡致します。無い場合は、グラウンドに集合となります。
・試合の延期、変更が生じた場合は、
「www.cbs-bbs.com／ＣＢＳ軟式野球カレッジリーグ」にて随時掲載する。掲載日時は、毎週月曜日の夕方 19 時頃を
基本とします。
（１１）本規約に明記する以外の事項
・本規約に明記する以外の事項については、本年公認野球規則・公益財団法人全日本軟式野球連盟発行の競技者必携に定める規則、取り決め事項、及び
アマチュア野球規則を準用し本部事務局により決定する。
8．リーグ運営について
（１）試合結果の報告
・チームの代表者は、試合終了の翌日12時までに本部メール（tba@cbs-bbs.or.jp）に必ず報告すること。（対戦スコアーのみ）

・その結果を基に対戦結果をホームページ（www.cbs-bbs.com／ＣＢＳ軟式野球カレッジリーグ）にアップします。
（２） 規約違反について
・規約違反が発覚した場合は、リーグ会議にて処遇を審議し決定する。
（３）中途脱退
・如何なる理由に於いても中途脱退の際は、年間費は一切返金しない。（ただし当リーグが成立することが前提である）

（各種「ＣＢＳ軟式野球大会」の参加費割引特典）
＊リーグ加盟チームは、下記ＣＢＳ各種大会の参加費が割引されます！！

ＴＢＡ軟式野球クラブ（学童部／中等部）
2021 年 7 月より活動開始する上記クラブの
指導スタッフを募集します！

①ＣＢＳ軟式野球大会「ルート 48 決戦」宮城 VS 山形 頂上決戦（参加費 22,000 円⇒20,000 円）
（対象者）
②ＣＢＳ軟式野球大会「ＣＢＳ代表決定戦」（参加費 22,000 円⇒20,000 円）
・別紙ＴＢＡ野球能力向上ピラミッド、指導指針、
③ＣＢＳ復興支援大会／グリーンスタジアム神戸カップ（参加費 22,000 円⇒20,000 円）
活動方針を理解し、実践できる方。
④ＣＢＳ復興支援大会／マリンスタジアム杯（参加費 25,000 円⇒23,000 円）
・選手と一緒になって「野球の楽しさ」を体感
⑤ＣＢＳバッティングセンター杯（参加費 22,000 円⇒20,000 円）
できる方。
（希望者は⇒tba@cbs-bbs.or.jp）

