
 

 

  

＜開催概要＞ 

2015年より東日本の頂上を目指し、東北各地区の野球チームが集結し、「関東 VS東北」の東日本大会が 

スタート。2019年より決戦の場を「グリーンスタジアム神戸大会」と「東日本大会」にバージョンアップ！！ 

この大会は「東日本大震災復興事業」の一環として、皆様のご協力の元「被災地の子供たち」にスポーツを 

通じた支援活動を行って参ります。  「見せましょう！野球の力を！」 

 

大 会 名 ：2020ＣＢＳ復興支援大会／グリーンスタジアム神戸 

主   催 ：ＣＢＳ軟式野球大会実行委員会  ／ 主 管 ：仙台市民球団企業組合 

協   力 ：神戸審判倶楽部 ／千葉県野球連盟山武支部 ／ストロングリーグ 他 

・対象チーム ：18歳以上の一般軟式野球チーム  ・参加チーム：各地区対応（下記参照） 

・参加申込み ：2020年 3月 1日（日）～ 申込み締切り：各地区対応（下記参照） 

・大会参加費 ：1チーム 22,000円（球場使用料、審判費等含む）＊下記指定口座にお振込頂きます＊ 

＊大会参加費の一部を「ＣＢＳ少年軟式野球大会」等の運営費に充当します！ 

 

 

 

 

◎東北大会（代表決定戦：青森・秋田・岩手・山形・宮城:夏/秋・福島各代表他 計 8チーム） 

・2020年 11月 28日（土）・29日（日）：仙台市民球場（宮城県仙台市）／エントリー費：1チーム 15,000円 

◎グリーンスタジアム神戸大会（東北代表 VS西日本代表） 

・2020年 12月 日（土）・ 日（日）：ほっともっとフィールド神戸／エントリー費：15,000円 

◎東日本大会（東北 2位 VS関東代表 2チーム VS北信越代表：4チーム予定） 

・2021年 1月～3月：千葉県（         ） ／エントリー費：15,000円 

（各大会とも現地までの交通費は自己負担となります） 

＜宮城予選：秋の陣 日程表＞               ＊雨天等で変更する場合があります。 

開催地区名 日程 会場 回戦 

宮城予選 

（秋の陣） 

32チーム予定 

9月 27日（日） 南郷／栗駒  一回戦 

10月 4日（日） 陶芸の里／南郷 一回戦 

10月 11日（日） 陶芸の里／栗駒／（仙台港パーク） 二回戦 

10月 18日（日） 陶芸の里／岩出山 三回戦 

10月 25日（日） 岩出山 準決勝、決勝戦 

・参加申込み ：2020年 7月 1日（月）～9月 14日（月）申込み締切 

・抽選会：2020年 9月 19日（土）／19時～  泉総合運動場（2階会議室）：仙台市泉区野村字桂島前 60 

  抽選会方法：代理抽選も行いますが「抽選会」参加チームを優先に「初戦」の日程希望を考慮した抽選方法

を導入しております。 

 

 

 

 

2020ＣＢＳ復興支援大会／グリーンスタジアム神戸 

「東北各県予選」 参加チーム募集！！ 

（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  仙台市民球団企業組合 理事長 鈴木悟 

・ゆうちょ銀行 記号 18160 番号 22672901  仙台市民球団企業組合 理事長 鈴木悟 

 

（お問合せ、お申込み） 「ＣＢＳ復興支援大会／グリーンスタジアム神戸」事務局 

〒981－8003 仙台市泉区南光台 4－23－32 （仙台市民球団企業組合内） 

TEL 022－274-5089 ／FAX 022-274-5090 

ＵＲＬ https:// www.cbs-bbs.com ／  e-mail tba@cbs-bbs.or.jp 

http://www.cbs-bbs.com/
mailto:tba@cbs-bbs.or.jp


 

＜青森県予選日程表＞                      ＊雨天等で変更する場合があります。 

開催地区名 日程 会場 回戦 

青森予選 

参加 8～16チーム予定 

9月 6日（日） 浪 岡／東北町北 一回戦 

9月 13日（日） 中 泊 一回戦 

9月 20日（日） 東北町北 二回戦 

9月 27日（日） 東北町北 三回戦 

10月 4日（日） 県営野球場 準決勝・決勝戦 

・参加申込み ：2020年 7月 1日（月）～8月 24日（月）申込み締切 

（自動抽選発表）2020年 8月 27日（木）19時  大会ＨＰ／www.cbs-bbs.com にて発表 

＜秋田県予選日程表＞                      ＊雨天等で変更する場合があります。 

開催地区名 日程 会場 回戦 

秋田予選 

参加8～12チーム予定 

9月 13日（日） 県中央公園野球場 一・二回戦 

9月 20日（日） 県中央公園野球場 準決勝・決勝戦 

9月 27日（日） 未定 予備日 

・参加申込み ：2020年 7月 1日（月）～8月 31日（月）申込み締切 

（自動抽選発表）2020年 9月 日（木）19時  大会ＨＰ／www.cbs-bbs.com にて発表 

＜岩手県予選日程表＞                      ＊雨天等で変更する場合があります。 

開催地区名 日程 会場 回戦 

岩手予選 

参加8～16チーム予定 

10月 11日（日） 石鳥谷／東 台 一・二回戦 

10月 18日（日） 石鳥谷／東 台 一・二回戦 

10月 25日（日） 石鳥谷 準決勝・決勝戦 

・参加申込み ：2020年 7月 1日（月）～9月 28日（月）申込み締切 

（自動抽選発表）2020年 10月 1日（木）19時  大会ＨＰ／www.cbs-bbs.com にて発表 

＜福島県予選日程表＞                      ＊雨天等で変更する場合があります。 

開催地区名 日程 会場 回戦 

福島予選 

参加 8～16チーム予定 

10月 11日（日） 河 東／みちのく鹿島 一・二回戦 

10月 18日（日） 河 東 二回戦 

10月 25日（日） 鳥見山／河 東 準決勝・決勝戦 

11月 1日（日） 河 東 予備日 

・参加申込み ：2020年 7月 1日（月）～9月 28日（月）申込み締切 

（自動抽選発表）2020年 10月 1日（木）19時  大会ＨＰ／www.cbs-bbs.com にて発表 

＜山形県予選日程表＞                      ＊雨天等で変更する場合があります。 

開催地区名 日程 会場 回戦 

山形予選 

参加8～12チーム予定 

9月 27日（日） 山形市流通センター野球場 一・二回戦 

10月 17日（土） 山形市流通センター野球場 一・二回戦 

10月 18日（日） 山形市流通センター野球場 準決勝・決勝戦 

・参加申込み ：2020年 7月 1日（月）～9月 14日（月）申込み締切 

（自動抽選発表）2020年 9月 17日（木）19時  大会ＨＰ／www.cbs-bbs.com にて発表 

 

抽選結果は「ＣＢＳ復興支援大会／グリーンスタジアム神戸「東北大会」事務局 022－274-5089 問合せ可 

 



ＣＢＳ復興支援大会／グリーンスタジアム神戸 

主  催 ：ＣＢＳ軟式野球大会実行委員会  ／ 主 管 ： 仙台市民球団企業組合 

 協  力 ：神戸審判倶楽部／千葉県野球連盟山武支部／ストロングリーグ 他 

協  賛 ： 

 

＜大会に関する規約＞ 

 （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 4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、1イニングのタイブレイク方式で決定する。 

   タイブレイクでも勝敗が付かない場合は、じゃんけんとする。（タイブレイク方式とは、1死満塁とし 

   打者は継続打者、走者は前回の 3打者をそれぞれ走者とする） 

 （３）決勝戦（各県予選、東北大会）は 7回制とし、同点の場合は勝敗が決するまでタイブレイク方式を行う。 

 （４）コールドゲーム 

   5回終了時点で、7点差以上が付いた場合はコールドゲームとする。 

 （５）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、当該審判員の判断による。 

   ・指名打者制は実施しない。 

 （６）審判について 

    審判員は 2人制～で、主催者で手配する（控え審判員制度を採用）。 

 （７）用具 

   ・試合球は各チームで 2個づつ新球を持ち出し試合球とする。（内外ボール Ｍ号を使用する） 

   ・打者は、必ずヘルメットを着用する。 

   ・金属バットは、市販されている規定品である事とする。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）その他 

   ・試合開始時刻に選手が 9名揃わなかったチームは、不戦敗とする。 

   ・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。 

   ・グラウンド整備を含む試合会場の後片付けや、ファウルボール拾いは、両チーム協力の元行う。 

＜参加資格他＞ 

 1．チーム参加資格 

 （１）軟式野球チームである事。但し、（財）日本野球連盟、（財）全日本大学野球連盟、（財）日本高等学校

野球連盟に加盟しているチームは該当しません。 

 （２）選手全員のユニフォーム、帽子、ストッキングが揃っている事。また、登録した背番号を必ず表示の事。 

 （３）1 チーム当りの登録選手は、監督・コーチを含め 30 名以内とする。参加可能年齢は、18 歳以上とし、

性別は問わない。但し、代表者は成人であること。 

 （４）選手は複数チームでの登録はできない。 

 （５）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。 

 

 



 

 2．グラウンドマナー 

 （１）相手チームへの選手、審判員へのヤジは禁止とする。 

 （２）審判員の指示に従う事。従わないチームは失格とする。 

 （３）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。 

 （４）その他大会規約に違反した行為が発覚した場合は審判員及び事務局の判断で失格とする場合もある。 

 3．その他 

 （１）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。） 

 （２）主催者からの諸連絡は、代表者に電話、ＦＡＸ、メールまたは郵送にて行う。 

 （３）大会の運営に関して、当規約に明記されていない事項を決定しなければならない場合は、その決定は 

主催者が行う。 

 （４）各県予選優勝チームは、東北大会に出場できる（エントリー費：1チーム 15,000円） 

（５）東北大会優勝チームは、「グリーンスタジアム神戸大会」に出場する。 

準優勝チームは「東日本大会（東北代表 VS関東代表 2枠 VS北信越代表（計 4チーム）」に出場する。 

 （エントリー費：各 15,000円）  ＊現地までの交通費は自己負担となります＊ 

＜登録メンバーの申告・提出について＞ 

1． 登録メンバーの申告は原則として申込み時に専用申込み用紙に記入頂く事とします。登録メンバーは 

30名までが可能です。 

 2．登録メンバーの変更は、抽選会終了までとする。 

＜参加申込みについて＞ 

 1．参加申込み（受付期間） 2020年 3月 1日（日）～ 月 日（ ）締切 

 2．専用申込み用紙に必要事項を記入し、事務局へＦＡＸ、メール又は郵送にて応募。 

 3．申込み受理後、事務局より確認のご連絡をさせて頂きます。 確認後下記指定込口座にお振込頂きます。 

 

   

 

 

 

4．自動抽選発表 ： 大会ＨＰ／www.cbs-bbs.com にて発表 

         （「ＣＢＳ復興支援大会／グリーンスタジアム神戸」事務局 022－274-5089 問合せ可） 

5．大会日程 ：別紙参照 （日曜祝日開催） 

6．雨天時等の大会運営について 

  （１）試合の開催決定、中止は当日のグラウンドにて決定します。 

  （２）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。 

  （３）大会の延期、変更が生じた場合は「www.cbs-bbs.com：CBS復興支援大会/グリーンスタジアム神戸」

にて随時掲載致します。掲載日時は、毎週月曜日の夕方 19 時頃を基本としますが、月曜祝日に試合

が行われた場合は、翌日火曜日の同時間帯の掲載となります。 

 

 

 

（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  仙台市民球団企業組合 理事長 鈴木悟 

・ゆうちょ銀行 記号 18160 番号 22672901  仙台市民球団企業組合 理事長 鈴木悟 

（参加費）1チーム 22,000円 （振込名義人をチーム名、代表者名記載の事） 

 

（お問合せ） 「ＣＢＳ復興支援大会／グリーンスタジアム神戸」 事務局 

〒981－8003 仙台市泉区南光台 4－23－32 （仙台市民球団企業組合内） 

TEL 022－274-5089 ／FAX 022-274-5090 ／ e-mail tba@cbs-bbs.or.jp 

http://www.cbs-bbs.com/
mailto:tba@cbs-bbs.or.jp


 

 

2020年 月 日（月）締切 

 

チーム名 

フリガナ 参加予選地区 

  

代表者 フリガナ 年齢 

  歳 

代表者 

連絡先 

固定電話： 

氏 名  ＦＡＸ ： 

e-mail  携帯電話： 

住 所  〒 

 

副代表者  年齢 副代表 

連絡先 

固定電話： 

氏 名    歳 ＦＡＸ ： 

e-mail  携帯電話： 

住 所 〒 

 

登録メンバー記入欄（登録選手は、監督、コーチ、マネージャーを含めて 30名まで登録できます。） 

氏名 年齢 背番号 守備 氏名 年齢 背番号 守備 

1．   監督 16．    

2．   主将 17．    

3．    18．    

4．    19．    

5．    20．    

6．    21．    

7．    22．    

8．    23．    

9．    24．    

10．    25．    

11．    26．    

12．    27．    

13.    28．    

14．    29．    

15．    30．    

チームの特徴・戦績等をご記入下さい。 

 

 

 

＊＊＊ ＦＡＸ送信先 ＊＊＊   ０２２－２７４－５０９０ 

＊＊＊ メール送信先 ＊＊＊     tba@cbs-bbs.or.jp 

「ＣＢＳ復興支援大会／グリーンスタジアム神戸」 事務局  

 

「2020ＣＢＳ復興支援大会／グリーンスタジアム神戸」 参加申込書 

          


