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【2018年 第 3回 NICE クリーニング杯】 大会概要 

 

① 本大会について 

大会名  【第 3回 NICE クリーニング杯】 

（主催） ・NICE クリーニング ・NICE クリーニング杯運営事務局 

 

② 参加チーム 

全 16チーム（9地域より） 

●東久留米市より 4チーム 『小山ドラゴンズ』 『滝山ジュピターズ』 『東久留米ハッピーズ』 『久留米スターズ』 

●清瀬市より 1チーム   『清瀬ジャガーズ』 

●西東京市より 3 チーム  『東伏見ファイターズ』 『保谷ユニバース』 『田無テムジン』 

●小平市より 2チーム   『小平ドリームス』  『小平スーパーコンドル』 

●国分寺市より 2 チーム  『国分寺サンダース』  『国分寺ストロングジャガーズ』 

●東村山市より 1 チーム  『レッドシャークス』 

●小金井市より 1 チーム  『小金井サンファイターズ』 

●狭山市より 1チーム   『狭山ジャガーズ』 

●練馬区より 1チーム   『関町タイガース』 

 

③ 大会要項 

●開会式 

2018年 6月 2日（土） 17：00～  柳泉園グラウンド。（各チームの集合は 16：45） 

開会式は基本的に 6年生のみ参加。（6年生が少数のチームは 5年生以下も参加 OK） 

車は各チーム 2～3台迄。 

※チームプラカード持参、スパイク NG。 

当日は開会式と抽選会で終了。（参加賞の配布有り） 

 

●予選リーグ 

A組・B組・C組・D組の 4ブロック（4チーム毎）に分かれて総当たりを行う。 

※開会式時にブロック分け抽選を行う。 

 

・各ブロックの上位 2位までが決勝トーナメントに進出。同勝利数で並んだ場合、以下を順次採用とする。 

1．得失点差  2．総得点  3．総失点 

※予選リーグは当該チーム同士でグラウンドを確保し、試合を行う。 

 

・各ブロック 3位チーム同士でのトーナメントを行う。 



●決勝トーナメント（トーナメント表は別紙参照） 

・A組 1位 vs D組 2位 

・B組 1位 vs C組 2位 

・C組 1位 vs B組 2位 

・D組 1位 vs A組 2位 

※優勝・準優勝を決定。 

 

●3位トーナメント（トーナメント表は別紙参照） 

・A組 3位 vs C組 3位 

・B組 3位 vs D組 3位 

※上記 4チームで 1位を決定。 

 

④ 大会日程 

●予選リーグ 

2018年 7月 29日（日）迄に当該チームで調整して試合を行う。 

   試合日程が決まり次第、連絡メールで場所と日時を伝えて下さい。（試合風景の写真撮影に伺う事もあります。） 

   ※大幅にスケジュールが遅れて未消化の場合は事務局の判断で棄権とし、そのチームは予選敗退とします。 

 

●決勝トーナメント 

予選リーグ終了後から 2017年 10月 8日（月）終了 を目標に行う。 

※大会運営事務局で夏休み期間のナイターグラウンド等の手配も検討。 

 

⑤ 大会参加費 

2,000円 （※6月 2日の開会式時に徴収します。） 

 

⑥ 参加チーム区分 

6年生以下 （一部・A チーム） 

 

⑦ 大会規則 

全日本軟式野球連盟「公認野球規則」を準用及び試合グラウンドのローカルルールと適用する。 

本大会は大会競技運営上、次の特別規則を設ける。 

 

A 選手登録 

事前登録は不要。 

試合前にベンチ入りする選手全員をメンバー表に記入し 2枚を審判に提出。 

ベンチ入りの人数制限はなし。ベンチ入り選手 9名でも試合は可能とする。 

但し、けが等のアクシデントで欠員が生じ試合続行が不可能な場合は 0－7 で敗戦とする。（試合前に対戦チーム

に 9名で試合行う旨の了承を得ること） 



B 試合球 

C号新球を 2球ずつ出し合い。メーカーは問わない（ケンコー又はトップを推奨）。 

準決勝及び決勝に関しては、運営事務局で手配とする。 

 

C 試合前集合 

試合開始の 30分前にはグラウンド入りすること。 

 

D 攻守 

先攻・後攻は試合前にチーム主将等が抽選（ジャンケン等）で決める。 

ベンチは一塁側・三塁側の取り決めは無。 

 

E 審判 

予選リーグは基本的に相互審判、ホームグラウンドチームが主審・二審。 

決勝トーナメント以降は事務局手配で主審の派遣、及び前後審判等を予定。 

参加チームは審判派遣の協力下さい。 

服装は審判服着用（審判服の統一は不要）。 

審判員は試合中に雷が発生した場合、直ちに中断し安全な場所へ避難させる。 

 

F 試合時間・イニング等 

（時間）90分 （イニング）7回 （塁間）23m （投本間）16m （試合成立）4回終了。 

時間優先で、90分を越えて新しいイニングには入らない。 

※雨天等で試合不成立の場合は日程等を改めて、再試合とする。 

 

G コールドゲーム 

4回成立時 10点差、5回以降成立時 7点差とする。 

 

H タイブレーク 

決勝トーナメント以降のみ採用。 

規定回数を終了して同点の場合、次の方式で勝敗を決定する（但し 2回まで）。 

一死満塁、継続打順とする。 

2回迄で勝敗が決しない場合、最後の出場選手（9名）同士での一斉抽選とする。 

 

I  グラウンドルール 

   各グラウンドで試合前に審判員立ち合いのうえ確認し、実施する。 

  

 

 

 



J リエントリー（再出場） 

   出来る限り多くの選手に出場する機会を与える為に、リエントリーを採用。 

   （ルール） 

   スタメンの 9名に限り、一度選手交代でベンチに退いても再度試合に出場できる。 

   打順は元のままで、守備位置の変更は OK。 

   但し、投手だけは一度ベンチに退いた場合は再度投手に戻ることは出来ない。 

 

   K ヘルメットステッカー 

選手は今大会の試合時、ヘルメットに『NICE クリーニング』ステッカーを貼って出場すること。 

※ステッカーは開会式時に配布。 

 

L フェアプレー意識の試合 

選手・スタッフ・応援父兄共に勝敗のみに拘りすぎず、対戦チームに敬意を持って試合を行うこと。 

相手チーム及び自チームに嫌悪感を与えぬよう、第三者が見ても『楽しく・気持ちいい』試合内容が行われるように

期待しています。 

 

⑧ 試合調整及び結果報告 

予選ブロック・決勝トーナメントを通じて、勝利チームの連絡担当者は速やかに連絡メールにて試合結果報告を行う

こと。 

 『NICE クリーニング』 HP内で大会の試合結果、試合風景の写真を掲載します。 

 ※写真掲載が NGのチームは、開会式時に運営事務局まで申し出て下さい。 

 

⑨ 傷害保険 

スポーツ傷害保険等には参加各チームの責任で必ず加入していること。 

未加入が発覚した場合、事務局は試合を停止することが可能とする。 

 

⑩ 表彰 

優勝チーム  《賞状・トロフィー（貸与）・カップ・副賞》 

準優勝チーム 《賞状・盾・副賞》 

3位トーナメント 1位チーム 《副賞》 

   参加チーム     《参加賞》 

 

 

 

【NICE クリーニング杯】  

                                           大会会長  矢島 裕之 

（NICE クリーニング 代表取締役） 

及び 運営事務局 



『第 3回 NICE クリーニング杯』 少年野球大会 

開会式 

 

●日程 

2018年 6月 2日（土） 

17：00～ 

柳泉園グラウンド 

 

 

●開会式 進行スケジュール 

司会  小出さん （小山ドラゴンズ） 

 

① 選手整列 

② 開会の辞   金井代表（滝山ジュピターズ） 

③ 主催者挨拶   NICE クリーニング代表取締役 矢島社長 

④ 優勝トロフィーの返還   前年度優勝チーム レッドシャークス   （受け手） 矢島社長 

⑤ 選手宣誓   前年度優勝チーム レッドシャークス主将 

⑥ 予選リーグ 抽選会    各チームキャプテン 

⑦ 参加賞進呈 

⑧ 閉会の辞   金井代表 

 

 


