＜ＣＢＳ中学軟式野球リーグ

開催要項＞
＜ＣＢＳ中学軟式野球トップリーグ

とは＞

「中学軟式野球」の新たな受け皿で、中学校軟式野球部に所属している選手の「週末活動サポート」と中学硬式野球を始めるには体力的にまだ早い子や
中学より野球を始める子の受け皿となる中学軟式野球クラブ（スポーツ少年団登録チーム等）の活動の場を広げる事を目的にリーグを設立します。
成長期にあたる中学生の時期だからこそ、体力に合わせた、身体に極力負担をかけずに「思いっきり野球ができる」新たな環境が今求められています。
このリーグは、参加するチーム、個人が「目標とする大会」の成果を上げるための確認の場でもあり、
「リーグ戦」を通じて、
「個」の成長を最重要目的に掲げ、
「個の成長」がチームの成長に繋がることを伝え、チーム力アップのサポートができればと考えております。
目の前の結果に捉われるのではなく、
「目標とする大会」や「将来の目標」に向かって、己の現状を把握し、
「たくさん失敗をする」事が「大きく成長する」為
の近道である事を「ＣＢＳ中学軟式野球トップリーグ」は発信していきます。

（テーマ：全員が試合で目標チャレンジ！）
（開催要項①）
○活動主旨：
「全員が試合で目標チャレンジ！」をテーマに掲げ、
「中学軟式野球」の新たな受け皿として、中学時代に「軟式野球」で「己を成長させたい」
「思いっきり野球に取り組みたい」と考える「チーム」と「個人」を広く受け入れ、
「体力」
「能力」向上と「目標達成」に向けたサポート空間を
築いて参ります。切磋琢磨できる環境と様々な交流体験は、「野球の面白さ」を体感できると共に個々の「人間力」を育みます。
ＣＢＳ中学軟式野球トップリーグは、「野球を通じた健全育成」と「野球の底辺拡大」を目指すリーグです。
○リーグ名：ＣＢＳ中学軟式野球トップリーグ
○リーグ参加対象：
「中学校軟式野球部」
「中学軟式野球クラブ」等「軟式野球」の活動をしている中学生が所属する「チーム」と「個人」
○「リーグ戦」
：3 月～11 月の週末（土日祝）月 2 回程度 ／仙台市内野球場、加盟チーム活動グラウンド等
・リーグ運営：ＴＢＡ週末リーグ（ＴＢＡ軟式野球クラブ）事務局が、会場手配、開催日程、試合進行等の運営を行う
・ライン引き等会場準備と帯同審判は、各チーム協力のもと行う（球審はＣＢＳ審判部対応）
・会場手配協力：リーグ加盟チームが活動するグラウンドを「リーグ戦会場」として使用協力を頂く
・各リーグ戦は下記となり、基本 4 チームにより行います。
（各加盟チーム×2 試合対戦を基本とし、チーム数が増えた場合は、地区分け、交流戦を検討）
①3 月～7 月（スプリングリーグ）
：中学新 1～3 年対象（リーグ上位チームは、ＣＢＳ東北大会（8 月）、ＣＢＳ全国大会（8 月）に出場）
②9 月～11 月（オータムリーグ）
：中学 1、2 年対象（リーグ上位チームは、ＣＢＳ東北大会（11 月）、ＣＢＳ東日本大会（翌年 2 月）に出場）
③その他サポートリーグ（中学 3 年対象／中学 1 年対象等）予定

（開催要項②）
○リーグ戦以外の参加大会（案）
①軟式野球連盟主催大会
②スポーツ少年団（少年の部）主催大会
③ＩＢＡ（公社）少年軟式野球国際交流協会
・春季中学生軟式野球大会（3 月開催：対象 1、2 年）
・ＩＢＡ-ＣＵＰ中学生軟式野球大会（7～8 月開催：対象 1～3 年）／上位チームは東日本大会等に出場
・秋季中学生新人軟式野球大会（11 月開催：対象 1、2 年）／上位チームは東日本大会等に出場
④ＣＢＳ中学軟式野球大会
・ＣＢＳ中学軟式野球大会（7 月開催：対象 1～3 年）／上位チームは東北大会（8 月）、全国大会（8 月）に出場）
・ＣＢＳ中学軟式野球「新人大会」（10 月～11 月開催：対象 1、2 年）／上位チームは東北大会（11 月）
、東日本大会（翌年 2 月）に出場）
○リーグ参加条件 ・
「ＣＢＳ中学軟式野球トップリーグ」の主旨に賛同し、
「リーグ戦」に参加できる「中学軟式野球チーム」と「中学生の個人」
・別紙「リーグ規約等」を遵守できること
・スポーツ安全保険に加入済みであること（個人参加者は個人参加費にて対応）
・リーグ参加費：1 リーグ戦、1 チーム 3,000 円（事務局費として） ／球審（1 試合 1 名 3,000 円）、試合球、球場使用料等はチーム折半
・個人参加費：1 回（1 日）1,000 円（ＴＢＡ週末リーグ参加費として納め、ＴＢＡ軟式野球クラブのメンバーとして参加する：詳細別紙）
○「リーグ本部」
：仙台市民球団企業組合（ＣＢＳ）

／「リーグ運営」：ＴＢＡ週末リーグ（ＴＢＡ軟式野球クラブ）事務局
＊ＴＢＡ：Tohoku Baseball Academy（東北ベースボールアカデミー）の略称＊

＜ＴＢＡ週末リーグとは＞
・仙台市民球団企業組合が運営する「ＴＢＡ軟式野球クラブ（詳細別紙）
」は、週末（土、日、祝）クラブ活動（練習、試合）を行います。
そして、このＴＢＡ軟式野球クラブに所属していない中学生（個人）が、
「週末活動の場」として、
「参加したい時に参加する」受け皿として「ＴＢＡ週末
リーグ」を設立しました。
「ＴＢＡ軟式野球クラブに何らかの理由で所属できない」
「普段所属するチームでは活動が物足りないと感じている」等の中学生を
参加対象とする受け皿です。
・
「ＴＢＡ週末リーグ」の活動は、
「ＴＢＡ軟式野球クラブ」が週末行うチーム練習や各種大会出場、そして「ＣＢＳ中学軟式野球リーグ戦」に出場します。

＜「ＣＢＳ中学軟式野球トップリーグ」

／「ＴＢＡ軟式野球クラブ（中等部・学童部）・ＴＢＡ週末リーグ」年間活動一覧（案）＞

ＣＢＳ中学軟式野球トップリーグ
月

中総体／全軟連

ＩＢＡ宮城支部

ＣＢＳ中学軟式野球大会

４月
５月
６月

ＴＢＡ軟式野球クラブ／ＴＢＡ週末リーグ
トップリーグ
スプリングリーグ

ＴＢＡクラブ（中等部） 学童部

ＣＢＳ学童各種大会等 長町校：火曜

／週末リーグ

泉校：木曜

・ＴＢＡクラブと

・全軟「ブロック大会」
（地区中総体）

週末リーグの活動は 現状の活動

（地区中総体）

連動する

6 年生のみ ・ＩＢＡ宮城大会

・活動内容：

７月

ＩＢＡ

ＣＵＰ

チーム練習
左記各種大会

ＣＢＳ「東北大会」

・県スポ少大会

８月

ＣＢＳ「宮城大会」

（中総体「全国大会」）

・学童「東北交流大会」

トップリーグ

ＣＢＳ「全国大会」

・夏季台湾遠征

・全軟「全国大会」

・活動：月 7 回程度

９月

（地区中総体（新人））

ＩＢＡ新人大会

オータムリーグ

・学童「東日本大会」

（週末：土、日、祝）

・ＩＢＡ宮城大会

・活動場所：主に

１０月

・全軟「秋季大会」

ＣＢＳ新人「宮城大会」

（地区中総体（新人））

１１月

（県中総体（新人））

ＩＢＡ秋季大会

長命ヶ丘公園野球場

10 月より ・６年生選抜「宮城」

近隣学校グラウンド

6 年生選抜 ・学童新人「宮城」
チーム始動 ・６年生選抜「東北」
・学童新人「東北」

ＣＢＳ新人「東北大会」

・東松島市長杯「東北」

１２月

・冬季台湾遠征

１月

・６年生選抜「全国」

２月

ＣＢＳ新人「東日本大会」

３月
計

ＩＢＡ春季大会
「中総体」参加無し

2 月より
スプリングリーグ

ＴＢＡ野球塾

中等部に ・ＩＢＡ宮城大会
練習参加 ・春季台湾遠征

＜「ＣＢＳ中学軟式野球トップリーグ」全体図

（①中学軟式野球トップリーグ／②クラブチーム・週末リーグ／③野球塾）＞

「ＣＢＳ中学軟式野球トップリーグ」と「ＴＢＡ」の相関図
ＩＢＡ宮城支部

ＣＢＳ大会

（ＴＢＡサポート）

大会

ＣＢＳカレッジリーグ

・全軟連大会
・スポ少大会 等

ＴＢＡ本部）仙台市民球団企業組合（ＣＢＳ）

①ＣＢＳ中学軟式野球
トップリーグ

②ＴＢＡ軟式野球クラブ
③ＴＢＡ野球塾

「ＣＢＳ中学軟式野球トップリーグ」
・リーグ運営 ／ リーグ参加

「ＴＢＡ週末リーグ」

リーグ

リーグ

参加チーム

参加チーム

・リーグ運営
リーグ

リーグ

「ＴＢＡ週末リーグ」

参加チーム

参加チーム
個人参加者の受け皿
リーグ
リーグ
参加チーム

参加チーム

「ＣＢＳ中学軟式野球トップリーグ」と「ＴＢＡ（東北ベースボールアカデミー）
」運営組織図
（運営 協力機関）
・ＣＢＳ軟式野球大会実行委員会

応援企業／団体

「運営本部」

（ＣＢＳ賛助会員）

（ＣＢＳ：仙台市民球団企業組合）

・ＣＢＳ少年軟式野球大会実行委員会

理事長 鈴木 悟

・（公社）少年軟式野球国際交流協会（ＩＢＡ）宮城支部

理 事 3名

・その他

事務局 数名

○

③ＴＢＡ野球塾

①ＣＢＳ中学軟式野球トップリーグ

（ＴＢＡ野球クリニック）

・リーグ運営：ＴＢＡ週末リーグ事務局
（ＴＢＡ軟式野球クラブ事務局）
・中学校軟式野球部やスポ少等中学軟式野球チームと
ＴＢＡ軟式野球クラブが参加して「リーグ戦」を実施
・リーグ戦は基本 4～6 チーム参加

講師陣

②ＴＢＡ軟式野球クラブ
チーム事務局 ：仙台市民球団企業組合
指導部統括

：仙台市民球団企業組合

トレーナー統括：ＴＢＡ野球塾
（指導部：中等部、学童部共）

「ＴＢＡ軟式野球クラブ・週末リーグ」
指導サポート

・リーグ運営：ＴＢＡ軟式野球クラブ

（講師陣：保有資格）
・柔道整復師国家資格

・ＣＢＳカレッジリーグ加盟チーム

・ライフキネティツク P トレーナー
・ＳＡＱインストラクターレベル 1
・その他

（ＴＢＡクラブ生）
月 7 回 週末（土・日・祝）活動（練習／試合）

（個人参加者の受け皿）

・ＴＢＡ認定トレーナー

・シナプソロジーインストラクター

ＣＢＳカレッジリーグ加盟チーム

ＴＢＡ週末リーグ

菊田英彦（院長）／スタッフ

・ＴＢＡ野球塾スタッフ

⇓
（宮城県内各大学／専門学校等）

・さくらがおか整骨院グループ

「ＴＢＡ野球塾生」
月 3～4 回 開催

「中等部：中学生」

「学童部：小学生」

（クラブ生）

（クラブ生）

「長町校：月又は火」「泉校：木」
（小学生・中学生 対象）
＊チームの所属の有無関係なし

・参加者は「ＴＢＡ軟式野球クラブ」との合同練習や
メンバーとして、大会やリーグ戦に出場する
・参加者のチームの所属の有無は関係なし

「ＴＢＡ野球塾生」は希望時に「週末リーグ」に参加して、
「ＴＢＡクラブ選手」としてクラブ練習、リーグ戦、各種大会に参加可能

