
令和３年度 

北信高等学校新人体育大会ソフトボール競技 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 令和３年９月 25日（土） 8:30～  開会式 1回戦・順位決定戦・準決勝 

        ９月 26日（日） 9:00～ ３位決定戦・決勝戦・順位決定戦 

会場 長野県篠ノ井高等学校グラウンド 

主催 北信高等学校体育連盟 

主管 北信高等学校体育連盟ソフトボール専門部 

 

 

 

 

 

北信高等学校体育連盟ホームページ 

 http://www.ngn-hssp.org/hokusin/  

ソフトボール専門部ホームページ 

 http://softball.ngn-hssp.org 

 



大会役員 

大会長  新津 英人（中野立志館校長） 

 

副大会長 西澤 国之（須坂創成校長） 菅沼 尚（市立長野校長） 宮澤 伸明（長野南校長） 

 

会場長 小金 典子  （篠ノ井校長） 

 

大会委員長 矢野 清隆（中野立志館）   大会副委員長 原澤 徹（中野西） 

 

競技役員 

 

総務委員長    委員 原澤 徹   競技委員長     委員 大槻 寛 

審判委員長    委員 丸山 大樹  救護委員長    委員 森 美優 

 

補助員 篠ノ井高校(１１名) 中野西高校(７名) 文化学園長野高校（９名） 

 

競技上の注意 

 

 

 

進行表 組合せ表 

 

 
〇　１日目
△　２日目

長野商業 篠ノ井 学園長野 飯山
中野西・市立長野
長野西・須坂東

勝ち 負け 得点 失点 得失点差

長野商業 A6 A4 A3 A2

篠ノ井 A6 B2 B5 A1

学園長野 A4 B2 B1 A５

飯山 A3 B5 B1 B4

中野西・市立長野
長野西・須坂東

A2 A1 A５ B4

試合順 時間 １塁側 ３塁側 １塁側 ３塁側

1 ９：３０〜１１：００ 合同 篠ノ井 学園長野 飯山

2 １１：３０〜１３：００ 長野商業 合同 学園長野 篠ノ井

3 １３：３０〜１５：００ 長野商業 飯山

試合順 時間 １塁側 ３塁側 １塁側 ３塁側

4 ９：００〜１０：３０ 学園長野 長野商業 合同 飯山

5 １１：００〜１２：３０ 学園長野 合同 篠ノ井 飯山

6 １３：００〜１４：３０ 長野商業 篠ノ井

９月２６日（日）

Aコート Bコート

９月２５日（土）

Aコート Bコート



1 期       日 令和３年　９月25日（土）～ 26日（日）　　予備日　27日（月）
2 会       場 篠ノ井高校グラウンド【Ａ面( 体育館 側)・Ｂ面（ 野球場もしくはサッカー側 ）】※予備日(B面：サッカー側)
3 集       合 第１日目　7：30　（篠ノ井高校　　（雨天の場合も））
4 日       程 第１日目 第２日目

監督会議(篠ノ井高校　合宿所) 第４試合（A4・B4）
第１試合（A1・B1） 第５試合（A5・B5）

　1回戦第２試合（A2・B2） 第６試合（A6）
　1回戦(B2)，順位決定戦(A2)第３試合（A3) 　順位決定戦（Ｂ7）　閉会式　A面 試合終了後

5 組み合わせ

☆女子の部 合同チーム（中野西・市立長野・長野西・須坂東高校）はオープン参加
☆男子の部 飯山高校１校のため、県大会から参加

6 ル  ー  ル ① 競技規則は2021年度オフィシャルソフトボールルールによる。
② ホームランフェンス(58m)・サイドネットを設置する。
③ 使用球はゴム検定3号球（内外ゴム製）とする。
④ 特別グラウンドルールについては、審判員が試合開始前に明示する。
⑤ コールドゲームは３回終了時15点差、４回終了時10点差、５回以降終了時７点差を生じた時に適用する。
⑥ 監督のコーチャーボックス入りを認める。
⑦ ８回からはタイブレークにより試合を行う。
⑧ 順位のつけ方

勝ち数の多い方 総得点が多い方
直接対決で勝った方 総失点の少ない方
得失点差の多い方 じゃんけん

7 チームの集合 ① 各チーム、試合開始予定時刻30分前に所定のコート脇に集合する。

8 ベンチの指定 ① ベンチ入り人数は、監督1名・引率責任者1名・選手17名以内・スコアラー1名とする。

9 主 将 集 合 ① 主将は試合開始予定時刻30分前に各コートの審判席に集合する。
② オーダー用紙には出場選手全員の氏名を記入し、ふりがなをつける。
③ 先攻・後攻はコイントスにより決定する。

コート内練習 ① ベンチ前ファウルエリアにおける試合前公式練習は、キャッチボール・ピッチング・軽いトスバッティング・
１ヶ所ノック(ゴロ・フライ)を認める。
(ブルペンキャッチャーは、座って捕球からヘルメット・マスクを着用すること)

② シートノックは５分間とする。

その他 ①

② 優勝チームに　優勝カップ、賞状　　２位・３位チームに賞状を授与する
③ 引率責任者の服装は平服とする（ユニホームの着用は認めない）。
④ 練習会場はフェンス外とする。(次試合のチームは、前試合のチームがベンチ入りした後、使用可とする)
⑤ 競技場内は関係者・保護者も含め禁煙とする。
⑥ 貴重品等の管理には気をつける。
⑦ ゴミの始末は各チームで責任を持って行う。
⑧ 後片付け・コート周辺のゴミ拾い等、協力して行う。
⑨ 高体連の趣旨に反する言動がみられた場合は、審判部及び専門部から指導を行う。

（緊急医療機関　連絡先） （問い合わせ先）

（学校）

13:0011:30

令和３年度　北信高等学校新人体育大会ソフトボール競技　大会実施要項
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℡026-292-2261

今大会は、感染症拡大防止のため原則無観客とする。
各チーム　１名、配信係としての参加を認める。

原澤　徹
長野県立中野西高等学校

℡0269-22-7611
篠ノ井総合病院
南長野医療センター

JA長野厚生連

長野県長野市篠ノ井会666-1

13;30
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