
                              ⿅県軟野連第２８号 
                              令和２年７⽉ ６⽇ 
 
各⽀部⻑  様 
 
                             ⿅児島県軟式野球連盟 
                             会⻑ 稲 葉 直 寿 
                               （公印省略） 
 

今後の県⼤会の⽇程について（通知） 
 

 
 かねてより、県連の事業運営にご協⼒を賜り⼼より感謝申し上げます。 
 さて、新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌の為、全国⼤会の中⽌や、それに伴う県⼤会等
をやむ負えず中⽌にしてきましたが、緊急事態宣⾔解除を受け、全軟連が発した「感染予防
対策ガイドライン」を遵守することで、今後の県⼤会を別紙のとおり実施することにします。 

ついては、出場チームには、「マスク着⽤」・「⼿洗い」・「うがい」・「不特定多数の⼈との
接触を避けること」並びに「握⼿やハイタッチをしない」・「熱のある選⼿は試合に出さない」
等を厳守するとともに、試合当⽇は、会場に到着次第「健康チェックシート」（ホームペー
ジ掲載あり）を提出することを条件に出場を認めることにします。 
 
 

記 
 
 
【添付資料】 
 〇 令和２年度 ⼤会⽇程表（⼀般） 
 〇   〃     〃  （少年・学童） 



競技団体名

実施の有無

 全国⼤会中⽌（5/22〜25）

 県予選⼤会  （⾹川県）

 全国⼤会中⽌（6/5〜8）

 県予選⼤会  （広島県）

 九州⼤会中⽌（5/9〜10）

 県予選⼤会  （佐賀県）

 全国⼤会中⽌（6/6〜8）

 （岡⼭県）

 九州⼤会中⽌(7/25)（福岡県）

 全国⼤会中⽌(9/4〜7)（北海道）

 九州⼤会中⽌(7/25)（⻑崎県）

 全国⼤会中⽌(9/18〜21)（東京都）

 九州⼤会実施（⿅児島県）

 全国⼤会中⽌(9/19〜21)（愛媛県）

 第75回国⺠体育⼤会県⼤会  九州ブロック⼤会中⽌（沖縄県）

 国⺠体育⼤会中⽌（⿅児島県）

 天皇賜杯第75回全⽇本軟式野球県  全国⼤会実施（10/30〜11/4)

 （岡⼭県）

 九州⼤会実施（10/24〜25)

 （⼤分県）

 第24回⻄⽇本軟式野球選⼿権  全国⼤会中⽌（11/6〜9)

 （島根県）

 第14回九州還暦野球県予選⼤会  九州⼤会実施（11/21〜22)

 （熊本県）

 第19回全九州実年軟式野球  九州⼤会実施（11/21〜22)

 （宮崎県）

 ⼤会
 九州⼤会実施（11/13〜16)

 （福岡県）

 ⼤会

11 実施

 第10回⿅児島県還暦軟式野球⼤会

11 実施

 第10回九州都市対抗軟式野球⼤会

7・8 ⼟・⽇
 第42回⿅児島県連会⻑杯軟式野球

— — — —

28・29 ⼟・⽇
 第13回オールドボーイズ４５０歳

10 24・25 ⼟・⽇ 実施

9 5・6 ⼟・⽇ 実施
 〇締切  8/25 （当初は5/30・31予定)

9 5・6 ⼟・⽇ 実施
 県予選⼤会

8 29・30 ⼟・⽇ 中⽌
 県⼤会

8 22・23 ⼟・⽇
 第27回九州地区成年選抜軟式野球

実施
 県⼤会

実施

7 25・26 ⼟・⽇ 中⽌
 （当初は5/16〜5/17)

8 ８・９ ⼟・⽇
 予選 〇締切  7/28（当初は7/25・26予定）

7 18・19 ⼟・⽇
 第31回⽇本ｽﾎﾟｰﾂマスターズ県⼤会

実施
 〇締切  7/7   （当初は5/23・24予定）

5 30・31 ⼟・⽇
 ⾼松宮賜杯第64回全⽇本軟式野球

中⽌
 (１部）県⼤会 (当初は5/2〜5/3)

5 23・24 ⼟・⽇
 ⾼松宮賜杯第64回全⽇本軟式

中⽌
 野球(２部）県⼤会

4 11・12 ⼟・⽇
 第3回全⽇本シニア軟式野球

中⽌
 県予選⼤会

4 4・5 ⼟・⽇ 実施
 第43回九州連合会軟式野球

3 21・22 ⼟・⽇
 第42回⻄⽇本軟式野球⼤会１部

実施

3 28・29 ⼟・⽇
 第42回⻄⽇本軟式野球⼤会２部

実施

令和２年度 ⼤会⽇程表（⼀般）

6⽉30⽇現在 ⿅児島県軟式野球連盟

九州・全国⼤会
⼤会名

⿅児島県⼤会
開催⽇



実施の有無

 九州⼤会中⽌(7/4〜5)（佐賀県）

 全国⼤会中⽌(8/16〜20)（神奈川県）

 全国⼤会中⽌（8/20〜26)

 （京都府）

 全国⼤会実施

 （Ｒ３・3/21〜26）（静岡県）

 九州⼤会実施（11/14〜15)

 （福岡県）

10 31  R2.3（第17回九州中学選抜）中⽌

11 1・2  R3.3（第18回九州中学選抜）未定

実施の有無

2 22・23・29 ⼟・⽇・⼟  第34回⿅児島県学童春季軟式
3 1 ⽇

 九州⼤会中⽌(8/8〜9)

 （宮崎県）

 第48回ｽﾎﾟｰﾂ少年団交歓⼤会  九州⼤会中⽌(8/14〜16)（⼤分県）

 全国⼤会中⽌(8/6〜9)（岩⼿県）

 全国⼤会中⽌(7/31〜8/6)

 （愛媛県）

 全国⼤会中⽌(8/17〜23)

 （新潟県）

 九州⼤会実施(11/21〜22)

 （佐賀県）

10 31  第2回かしん杯争奪県学童軟式
11 1
10 31  第42回県学童選抜軟式野球
11 1  秋季⼤会

 野球⼤会

11 28・29 ⼟・⽇ 実施

 野球⼤会

 （当初は5/23〜5/24)

8 22・23
 第15回県学童ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾌｪｽﾀ

⼟〜⽇ 実施

⼟〜⽇ 実施

9 19〜21 ⼟〜⽉ 実施

 第37回県下学童親善交流軟式
 野球⼤会

⼟・⽇ 未定

8 29・30 ⼟・⽇ 実施

 in奄美⼤会

—

7 4・5 ⼟・⽇ 中⽌

7 24〜26 ⾦・⽇
 第26回ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ県下学童

実施
 軟式野球⼤会

— — —  ＮＰＢｶﾞｰﾙｽﾞﾄｰﾅﾒﾝﾄ2020

5 3・4 ⽇・⽉
 第33回九州学童軟式野球

中⽌
 県予選

⼟〜⽉  第28回⿅児島県中学秋季県⼤会 未定

令和２年度 ⼤会⽇程表（学童）

⿅児島県⼤会
九州・全国⼤会

開催⽇ ⼤会名

— — —  第2回九州少年軟式野球⼤会

⼀部実施

8 29・30 ⼟・⽇
 第12回全⽇本少年春季軟式野球

実施予定
 ⼤会県予選

— — —  第5回全⽇本中学⼥⼦軟式野球⼤会 中⽌

25・27 ⼟〜⽉  第50回⿅児島県中学春季県⼤会 中⽌

—

 第15回王貞治杯軟式野球県予選

 ⾼松宮賜杯第40回全⽇本学童
 県⼤会（ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾄｰﾅﾒﾝﾄ⼤会）

令和２年度 ⼤会⽇程表（少年）

⿅児島県⼤会
九州・全国⼤会

開催⽇ ⼤会名

5 16・17 ⼟・⽇
 第37回全⽇本少年軟式野球⼤会

中⽌
 県予選
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                          ⿅県軟野連第２９号 
                              令和２年７⽉ ６⽇ 
 

県連各⽀部⻑ 様 
    審判⻑ 様 
 
                             ⿅児島県軟式野球連盟 
                             理事⻑ 四 枝  勉 
                               （公印省略） 
 
 

少年部投球制限の解釈及び連盟に於ける⽤具等の取扱いの制限について（通知） 
 
 
 先⽇佐賀県で開催されました九州連合会理事⻑会議での、全軟連理事会報告及び全軟連から
県連に届いた標記の件について、下記の通り通知いたします。 
 
 

記 
 

□ 少年部（中学⽣）の投球数制限の解釈について 
（１）少年部の投球制限について 
  2020 年（令和２年）の取り扱いを下記の通りと規定している。 
  競技に関する連盟特別規則 

投⼿の投球制限については、肘・肩の障害防⽌を考慮し、下記の通りとする。 
・⼤会中の１⽇の投球数・・・１００球 
・１週間の投球数・・・３５０球 
※試合中に 100 球に到達した場合は、その打者が打撃を完了するまで投球でき
る。 
※少年⼥⼦も同様の取り扱いとする。 

 
   （２）投球数の考え⽅について 

１） ⼤会中の１⽇の投球数・・・１００球 
・ １⽇２試合⾏う場合でも、１⽇ 100 球とし、ダブルヘッダーでも登板できる。 
・ 試合中に 100 球に到着した場合は、その打者が打撃を完了するまで投球でき

る。(規定投球数に達し、攻守交代となった時) 
・ ボークにもかかわらず投球したものは、投球数に数える。 
・ タイブレークになった場合、１⽇規定投球数以内で投球できる。 
・ 牽制球や送球とみなされるものは投球数としない。 
・ 投球数の管理は、⼤会本部が⾏う。 



 
２） １週間の投球数・・・３５０球 
 【⼤会中の場合】 

・ ⼤会中は、試合での投球数のみを管理する。（準備投球は投球数に含まない。） 
【⼤会以外の練習等の場合】 
・ 捕⼿を座らせて、投球したものを投球数として管理する。 

※投球制限は、選⼿の肘・肩の障害予防を⽬的としており、⼤会以外の練習 
 等では、指導者がその⽬的と選⼿の健康を第⼀に考え、将来のための育成 
 期間であることを⼗分に理解し、管理することとする。 
 

□ 連盟における⽤具等に取り扱い制限の変更について 
    ➀ ベンチ内での電⼦機器類等の取り扱いについて 
      ベンチ内での電⼦機器類（携帯電話・パソコン等）及び携帯マイクの使⽤を禁⽌ 
      しているが、昨年度より本連盟ではＯmyuＴech 社製の⼀球速報を推奨しており、 
      使⽤に関しては、チームがスコア管理をするケースも想定されるため、ベンチ内 

での⼀球速報使⽤の⽤途での使⽤を認める。 
 
      【注】ＥＧ（⼀球）スコアアプリ⽤の端末である「タブレット（アイパッド）」、 
         スマートホンのみの使⽤を認めたもので、ガラケイ携帯及びパソコン等」 
         携帯マイクは今後も禁⽌ 
 
    ➁ 投⼿⽤のグラブの取り扱いについて 
      □ 変更内容 

 項⽬    改正前 改正後 
 

縫い⽷ 
 

⽩/グレー/シルバー以外。 
光沢のある⾊及び⽬⽴つ⾊は 
認められない。 

 
制限なし 
 

        

      □ 変更理由 
        ・すでに縫い⽷が⽩⾊の製品が販売されている。 
        ・競技者のグラブ買い替えに係る経費負担等を考慮 
        ・競技上差し⽀えない。 
        （⾼野連も制限なし） 
 
      □ 添付資料 
          別紙のとおり 
       

  



グラブの取り扱いについて 

 

公益財団法人 全日本軟式野球連盟 

 投手 野手 

本体カラー 

受・背・ウェブは同色 

 

白/グレー/PANTONE の色基準

14 番より薄い色以外は制限なし 

制限なし 

ハミダシ 
本体同系色または 

革の自然色 
制限なし 

ヘリ革 制限なし 制限なし 

紐 
白/グレー/PANTONE の色基準

14 番より薄い色以外は制限なし 
制限なし 

縫い糸 制限なし 制限なし 

指掛け 本体同色 制限なし 

刺繍 
親指部分の付け根一か所のみ(本

体同色） 
制限なし 

 



〇グランド外のマスク着⽤に ・球場（グランド）以外

〇健康チェックリストの提出 ・運営者も健康チェック ・球場⼊り後主催者に

・当⽇の試合チームに

〇オーダー交換について ・監督・キャプテンは

〇試合開始の整列について

・他の選⼿はベンチ前

 ついて  全員マスク着⽤が望  しい。

 ましい。 （義務付けではない）

（熱中症予防に配慮）

・⽔分は、熱中症予防の

 観点からこまめに取る  で取ること。

 こと。

・前の試合のチームが

 ベンチを出たから⼊る  に注意すること。

 こと。

・円陣や声出し、ハイタッ

 チをさせない。（注意）

ー

ー

3

4

 着⽤のこと。

・両ﾁｰﾑ監督のみ整列 ・球審のみ整列

・塁審はｸﾞﾗﾝﾄﾞ⼊⼝

5

・球審はマスク着⽤が望ま〇試合中のマスク着⽤に ・ベンチに居るときは、

1

・審判員も健康チェック

項 ⽬ 主催者 選⼿（チーム） 審判員№

・球場（グランド）以外

 について  リストを作成すること。 提出すること。  リストを作成のこと。

・球場（グランド）以外

 ついて  マスクを着⽤する。  マスクを着⽤する。  マスクを着⽤する。

 健康チェックリストを

 提出させる。

2

・⽴会う審判員（主審）は

 説明する際はマスク  必ずマスク着⽤のこと。 マスク着⽤のこと。

・主催者が注意事項を

・「蜜」を避ける為、前

〇⽔分補給について ・審判員には各⾃ペット

 ボトルの⽤意

・給⽔は球場（ｸﾞﾗﾝﾄﾞ）外

・学童試合で、攻撃が⻑い

県内（県・⽀部・冠）⼤会実施に当って（ＪＳＢＢ感染予防対策ガイドライン配慮）

⿅児島県軟式野球連盟

（様式県連ホームページ有）

 について

 たから次チームを⼊れ

 ること。

7

6

〇試合後の次チームとの⼊替 ・審判員もチームの⼊替に

 のチームがベンチを出

 場合給⽔タイムを取る。


