
「代表者会議」への出席

ありがとうございます。

令和４年８月２０日 たづくり映像シアタ－
調布市ソフトボ-ル連盟



令和4年8月20日
たづくり映像シアタ－

第62回市民体育祭「代表者会議」
及び「組み合わせ抽選会」



1、開会の挨拶 山本会長
2、報告事項 鈴木理事長
①行事結果報告と今後の予定
②不祥事について

3、市民体育祭の件 伊藤（悦)大会委員長
4、大会注意事項 吉田審判部長
5、閉会の挨拶 伊藤副会長

組み合わせ抽選会 事務局
（注意事項について)

閉会の辞 司会

代表者会議 議事次第 司会:清水理事

市民体育祭組み合わせ抽選会



支部大会優勝・準優勝チーム一覧

前期

3/20～5/1  第47回春季大会  基地跡地運動広場・西町 大会結果は連盟ＨＰ 優勝 準優勝

5/1４、1５、2１、22 都民大会 Ｍ江戸川、Ｗ武蔵村山 男子中止、女子初戦敗退 Ｓリーグ 調布エンジェルス 石原ダンディ－ズ

6/5・12・13予19 東京都シニア大会  青梅市　永山公園Gほか たま・しにあ－ず初戦敗退 1部 ＭＡＸ二小 滝坂ポロリ-ズファスト

5/2２、29、6/4 東京都壮年大会 稲城市多摩川公園 ライズ２回戦敗退 ２部 フェニックス ロ－トルズ

5/2２、29、6/5 東京都エルダー大会  昭島くじら公園 Ｂ．Ｂ混成チーム準優勝 ３部 FD　レジェンド

5/29～7/10 第31回夏季大会  基地跡地運動広場・西町 大会結果は連盟ＨＰ 女子 ブル－ドルフンズ Beaity　ｓｔａｒｓ

6/4・５・12・19 東京都一般男子春季大会  あきる野市　小和田G エンジェルス４位関東大会

6/５・12・19 東京都レディース大会  板橋河川敷 ブルドル３位 優勝 準優勝

6/18･19・25 東京都実年ファーストピッチ大会  瑞穂シクラメンスポーツ 調布Ｇ２初戦敗退 Ｓリーグ

7/3１、8/6 東京都エルデスト大会 三鷹大沢グランド ビュ－ティスタ－ズ初戦敗退 1部 ＫＳＣ 調布リバ－ズ

7/1６、1８、23 市町村大会（男・女) 稲城市多摩川公園 男子３位、女子初戦敗退 ２部 深小ダルマ－ズ ひばり－ず

7月17日 ジュニア育成交流試合 西町野球場 ４５名参加 ３部 ダンテ゜ィズ・ザ・ロード布田小ＳＢＣ

8/14～8/16 国体関東ブロック大会 府中市、大田区 審判９名選抜 女子

春季大会

調布中おやじの会

令和4年　ソフトボ-ル連盟行事結果表

夏季大会

ブル－ドルフンズ ダンデイズザ・ゼロ


h30.3理事会

						理事各位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                     ２０１８年3月10日

						　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             調布市ソフトボ-ル連盟

						　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             　理事長　　　鈴木　健

						  　平成３０年度２月理事会資料（第２回）

				◆		行事結果報告 ケッカ ホウコク

						行事		日時		場所		備考

				1		理事・審判部会 リジ		1/6（土) ド		あくるす研修室		新人事体制の説明 タイセイ セツメイ

				2		北ブロック新年会		1/12		西国分寺		５名参加する サンカ

				3		審判部幹事会		1/13（土) ド		国領		審判幹事への説明 シンパン カンジ セツメイ

				4		第１回理事会		1/20		たづくり６Ｆ		新人事体制と規約改訂 キヤク カイテイ

				5		調布市民駅伝大会 シミン タイカイ		1/28		味スタ周辺道路		村上、水上理事参加 サンカ

				6		女性審判員研修会		2/4		小金井		1名参加（ブルドル恒成) ナ ツネナリ

				7		審判部会		2/10（土）		あくろすホール1		18時～20時

				8		北ブロック支部長会 シブチョウ カイ		3/3（土) ド		小金井		小倉審判部長 オグラシンパンブチョウ

				◆今後の予定 コンゴ ヨテイ

						行事		日時		場所		備考

				1		支部審判伝達講習会 シンパン		3/11（日）		関東村Ａ４		審判員参加

				2		総会・春季監督会議		3/17（土）		たづくり映像ｼｱﾀ-		19時～

				3		女子合同練習会		3/18（日）		関東村Ａ４		女子チ－ム

				4		市内中学生女子交流会 シナイ チュウガクセイ ジョシ コウリュウカイ		3/21（祝） シュク		神代中 ジンダイチュウ		4チ-ム参加予定 サンカ ヨテイ

				5		春季大会		3/25～4/29		Ａ４、Ａ６、Ｅ１		3/25開会式

				6		都民大会 トミン タイカイ		5/5,6、12、		光が丘、武蔵村山 ヒカリ オカ ムサシ ムラヤマ		5/13予備日、登録締め切り3/26 ヨビビ トウロク シ キ

				7		東京都壮年大会 トウキョウト ソウネン タイカイ		5/13・20		西町2面、三鷹大沢 ニシ マチ メン ミタカ オオサワ		地元開催2チ-ム出場5/27予備日 ジモト カイサイ シュツジョウ ヨビビ



				◆　連絡事項 レンラク ジコウ		報告、連絡事項 ホウコク レンラク ジコウ

				①		審判部会（従来の総会)2/10日実施した。行事計画、役員・理事改選、規約改訂等の報告と質疑 シンパン ブカイ ジュウライ ソウカイ ヒ ジッシ ギョウジ ケイカク ヤクイン リジ カイセン キヤク カイテイ トウ ホウコク シツギ

				②		今年度のグランド使用申請については10/28＆11/4（赤い羽根野球)以外体協より承認済み。 コンネンド シヨウ シンセイ アカ ハネ ヤキュウ イガイ タイキョウ ショウニン ズ

				③		3/11伝達講習会を9時～予定。終了後幹事は反省会とＡ４＆Ａ６倉庫の清掃、不要物廃棄処分を予定。 デンタツ コウシュウカイ ジ ヨテイ シュウリョウゴ カンジ ハンセイ カイ ソウコ セイソウ フヨウ ブツ ハイキ ショブン ヨテイ

				④		審判員77名更新手続き完了（辞退4名、新人4名）。都ソ協へ審判員名簿提出した。 シンパンイン ナ コウシン テツヅ カンリョウ ト キョウ シンパン イン メイボ テイシュツ

				⑤		グルスケへの出欠表は週の木曜日中に入力する事で再徹底。(理事の当日配置・弁当発注精度ｕｐ) シュッケツ ヒョウ シュウ モクヨウビ ニュウリョク コト サイテッテイ リジ トウジツ ハイチ ベントウ ハッチュウ セイド

				⑥		審判部の新内部体制、審判部長方針、役割分担について（伊藤悦副部長） シンパン ブ シン ナイブ タイセイ シンパン ブチョウ ホウシン ヤクワリ ブンタン イトウ エツ フクブチョウ

						3/11の伝達講習会の開校について（市原副部長)、今年のル-ル改正点の説明（酒井技術部長）。 カイコウ イチハラ フクブチョウ セツメイ サカイ ギジュツ

				⑦		春季大会、試合・チ-ムの評価票実施について（試合時間、選手交代スピ-ドＵＰの再デ－タ収集) シュンキ タイカイ シアイ ヒョウカ ヒョウ ジッシ シアイ ジカン センシュ コウタイ サイ シュウシュウ



				◆		討議事項 トウギ ジコウ

				①		役員・理事の役割分担表（別紙資料)。 ヤクイン リジ ヤクワリ ブンタン ヒョウ ベッシ シリョウ

				②		大会分担責任制への取り組み計画→春季大会は庄司理事が大会ディレクタ－。 タイカイ ブンタン セキニンセイ ト ク ケイカク

						春季大会以降に具体的な検討を進め、理事、審判員のコンセンサスを得て実施できるようする。 シュンキ タイカイ イコウ グタイテキ ケントウ スス リジ シンパンイン エ ジッシ

				③		壮年大会の地域枠チームと市町村大会出場チ-ムの連盟推薦について。（単独かコラボでの混成か代表チ-ム？) ソウネン タイカイ チイキ ワク シチョウソン タイカイ シュツジョウ レンメイ スイセン タンドク コンセイ ダイヒョウ



				◆		総会・監督会議の準備と進め方 ソウカイ カントク カイギ ジュンビ スス カタ

				①		3/17総会・監督会議はプロジェクタ－を使用した映写会議とします。3/5映像シアタ－打ち合わせ済み ソウカイ カントク カイギ シヨウ エイシャ カイギ エイゾウ ウ ア ズ

						資料作成中（Powerｐｏｉｎｔ） シリョウ サクセイチュウ		組み合わせト－ナメント表も抽選と同時にＰＣで入力（事務局) ク ア ヒョウ チュウセン ドウジ ニュウリョク ジムキョク

						司会:阿部理事、受付:吉村副理事長、小山会計、望月理事、他数名。会場レイアウトは別紙通り。 シカイ アベ リジ ウケツケ ヨシムラ フクリジチョウ コヤマ カイケイ モチヅキ リジ タ スウメイ カイジョウ ベッシ ドオ

						映写係:　総会は市原理事、原田新理事は抽選会を担当していただく。 エイシャ ガカリ ソウカイ イチハラ リジ ハラダ シン リジ チュウセンカイ タントウ

				②		配布物は大会要項と年間行事計画、決算書、収支計画書とする。（資料はＨＰにアップしてもらう) ハイフ ブツ タイカイ ヨウコウ ネンカン ギョウジ ケイカク ケッサンショ シュウシ ケイカク ショ シリョウ

				③		総会。監督会議の式次第と当日会場レイアウトについて。 ソウカイ カントク カイギ シキシダイ トウジツ カイジョウ



				◆		春季大会について シュンキ タイカイ

				①		春季・夏季大会要項の確認 シュンキ カキ タイカイ ヨウコウ カクニン

				②		開会式の司会（清水理事)、来賓の接待（庄司理事）、会場準備(机、招集、マイク)理事 カイカイシキ シカイ シミズ リジ ライヒン セッタイ ショウジ リジ カイジョウ ジュンビ ツクエ ショウシュウ リジ

						始球式（長友市長）試打は（尾崎議員）、審判部長立ち合い。写真記録（毛利） シキュウシキ ナガトモ シチョウ シダ オザキ ギイン シンパン ブチョウ タ ア シャシン キロク モウリ

				③		大会当日の朝礼は理事長、理事配置は吉村副理事長。終礼は小倉審判部長が実施。 タイカイ トウジツ チョウレイ リジ チョウ リジ ハイチ ヨシムラ フクリジチョウ シュウレイ オグラ シンパン ブチョウ ジッシ

				④		ＢＳＯや試合時間設定ボ-ド、選手交代小ボ-ドは好評につき継続実施。審判3審制も定着していく。 シアイ ジカン セッテイ センシュ コウタイ ショウ コウヒョウ ケイゾク ジッシ シンパン シン セイ テイチャク



				◆　連絡事項・その他 レンラク ジコウ タ

				・		審判部より シンパン ブ

				・		体協幹事より タイキョウ カンジ

				・		事務局より ジムキョク





























































































































H30,5理事会

		理事各位 リジカクイ														 2018/5/12

																   調布市ソフトボール連盟 チョウフシ レンメイ

																理事長　鈴木　健 リジチョウ スズキ ケン

						             H３０年度5月理事会資料 ネンド ツキ リジカイ シリョウ



		■		報告事項 ホウコク ジコウ

				出来事・予定 デキゴト ヨテイ

						行事 ギョウジ						日時 ニチジ		場所 バショ		備考 ビコウ

		結果 ケッカ		1		都民大会（男子調布エンジェルス） トミン タイカイ ダンシ チョウフ						5/5～		練馬光が丘 ネリマ ヒカリ オカ		小平市、新宿区に勝利ベスト8進出 コダイラ シ シンジュク ク ショウリ シンシュツ

				2		都民大会（女子オール調布） トミン タイカイ ジョシ チョウフ						5/5,6		武蔵村山 ムサシムラヤマ		２勝するが福生市に敗退ベスト８ ショウ フッサ シ ハイタイ

				1		都壮年大会（ＦＰ＆ＳＰ男子） ト ソウネン タイカイ ダンシ						5/13		西町・大沢G ニシ マチ オオサワ		5/13&20調布・三鷹連盟共同主管 チョウフ ミタカ レンメイ キョウドウ シュカン

				2		エルダ－都大会 ト タイカイ						5/27		昭島くじら公園 アキシマ コウエン		親善大会ビュ－ティスタ－ズ出場 シンゼン タイカイ シュツジョウ

				3		一般社会人春季（男子） イッパンシャカイジン シュンキ ダンシ						6/3		あきる野市 ノシ		6/10、(17)調布ギャラクシ－ チョウフ

		予定 ヨテイ		4		一般社会人春季（女子） イッパンシャカイジン シュンキ ジョシ						6/10		戸田橋緑地 トダバシ リョクチ		6/16、（17)ブルードルフィンズ









				1		3/11審判伝達講習会実施　４３名参加（Ａ４グランド） シンパン デンタツ コウシュウカイ ジッシ ナ サンカ

				2		3/１７総会・監督会議（映像利用）実施。運営上での問題点、今後の課題について・・・。 ソウカイ カントク カイギ エイゾウ リヨウ ジッシ ウンエイ ジョウ モンダイテン コンゴ カダイ

				3		3/25春季大会開会式～4/29西町少年野球場で最終日（閉会式＆表彰式) シュンキ タイカイ カイカイシキ ニシ マチ ショウネン ヤキュウジョウ サイシュウビ ヘイカイシキ ヒョウショウシキ

				4		5/6都民大会開会式参加（伊藤副会長、伊藤悦理事)　武蔵野の森スポ-ツプラザ トミン タイカイ カイカイシキ サンカ イトウ フクカイチョウ イトウ エツ リジ ムサシ ノ モリ



		■		春季大会の考察 シュンキタイカイ コウサツ

				1		大会４日目3/15雨天中止。3/22の予備日にスライド開催。 タイカイ ヒ メ ウテン チュウシ ヨビ ヒ カイサイ

				2		審判員の出席目標２０人/日に対し、大会通じて目標クリアする出席を得られた。 シンパン イン シュッセキ モクヒョウ ヒト ヒ タイ タイカイ ツウ モクヒョウ シュッセキ エ

				3		ストライクゾ-ンの改正で四球の減少か?但し判定の個人差は感じられた。 カイセイ ４キュウ ゲンショウ タダ ハンテイ コジン サ カン

				4		試合のスピ-ドｕｐ→イニング数が増えている？。試合時間管理がスム-ズで平均５９分。 シアイ スウ フ シアイ ジカン カンリ ヘイキン フン

				5		攻守交代のサンプリングデ－タではグランド環境により時間差の有ることが解かった。 コウシュ コウタイ カンキョウ ジカン サ ア ワ

				6		理事・審判出席人数の事前報告により弁当注文数の精度upが出来てきた。 リジ シンパン シュッセキ ニンズウ ジゼン ホウコク ベントウ チュウモンスウ セイド デキ



		■		夏季大会の予定 カキ タイカイ ヨテイ

				・		５月２６日　監督会議＆組み合わせ抽選会　１９時～たづくり映像シアタ－。 ガツ ヒ カントク カイギ ク ア チュウセンカイ ジ エイゾウ

				・		6/10～7/22、7/29(予）夏季大会（Ａ４＆Ａ６＆E1）、但し7/22は西町Ａ・Ｂ面決勝・表彰式。 ヨ カキ タイカイ タダ ニシ マチ メン ケッショウ ヒョウショウシキ

				・		不正用具（ヘルメット)の問題が再発。 フセイ ヨウグ モンダイ サイハツ



		■		検討事項 ケントウ ジコウ

				1		都ｿ協壮年大会の開催要項について（小倉委員長から) ト キョウ ソウネン タイカイ カイサイ ヨウコウ オグラ イインチョウ

				2		審判員の増員対策は継続可能か？（審判部） シンパン イン ゾウイン タイサク ケイゾク カノウ シンパン ブ

				3		市民体育祭「シニア部」の復活施策（参加資格の検討含む） シミン タイイクサイ ブ フッカツ シサク サンカ シカク ケントウ フク



		■		ル－ル勉強会（第１回） ベンキョウカイ ダイ カイ

						春季大会での実例　「ＯＨＯ」について シュンキ タイカイ ジツレイ



		■		その他　 タ

						審判部より シンパンブ

						事務局より ジムキョク

						体協より タイキョウ		体協実行委員の推薦と決定　①市民体育祭実行委員、②スポ-ツまつり実行委員 タイキョウ ジッコウ イイン スイセン ケッテイ シミンタイイクサイ ジッコウ イイン ジッコウイイン



				理事 リジ		山本、鈴木、伊藤、小笠原、小倉、小山、酒井、伊藤悦、水上、正司、吉村、清水、毛利、 ヤマモト スズキ イトウ オガサワラ オグラ コヤマ サカイ イトウ エツ ミズカミ ショウジ ヨシムラ シミズ モウリ

						阿部、望月、村上、熊捕、市原、原田、松村 アベ モチヅキ ムラカミ クマトリ イチハラ ハラダ マツムラ







h30.8理事会

		理事各位 リジカクイ														 2018/8/4

																   調布市ソフトボール連盟 チョウフシ レンメイ

																理事長　鈴木　健 リジチョウ スズキ ケン

						             H３０年度8月理事会資料 ネンド ツキ リジカイ シリョウ



		■		報告事項 ホウコク ジコウ

																								市民大会施設使用一覧 シミン タイカイ シセツ シヨウ イチラン

						行事 ギョウジ						日時 ニチジ		場所 バショ		備考 ビコウ										Ａ４		Ａ６		Ｅ１		西町Ａ ニシ マチ		西町Ｂ ニシ マチ

		結果 ケッカ		1		都壮年大会ＦＰ ト ソウネン タイカイ						5/13		西町・大沢G ニシ マチ オオサワ		調布零式ベスト8、調布ライズ２回戦f敗退 チョウフ ゼロシキ チョウフ カイ セン ハイタイ								43345		〇		〇		〇		*		*

				2		エルダ－親善都大会 シンゼン ト タイカイ						5/27		昭島くじら公園 アキシマ コウエン		ビュ－ティスタ－ズ準優勝 ジュン ユウショウ								43352		〇		〇		◎		*		*

				3		一般社会人春季（男子） イッパンシャカイジン シュンキ ダンシ						6/3		あきる野市 ノシ		調布ギャラクシ－１回戦敗退 チョウフ カイ セン ハイタイ								43359		〇		〇		〇		*		*

				4		一般社会人春季（女子） イッパンシャカイジン シュンキ ジョシ						6/10		戸田橋緑地 トダバシ リョクチ		ﾌﾞﾙ-ﾄﾞﾙﾌｨﾝｽﾞ準優勝関東大会出場 ジュンユウショウ カントウ タイカイ シュツジョウ								43360		*		*		*		〇9-17		*		ｼﾆｱ大会 タイカイ

				5		実年ファーストピッチ ジツネン						6/24		瑞穂町 ミズホマチ		Team　G2（ロートルズ）2回戦敗退 カイセン ハイタイ								43366		〇		〇		〇		*		*

				6		市町村総合体育大会(男子） シチョウソン ソウゴウ タイイク タイカイ ダンシ						7/16		あきる野市他 ノシ ホカ		調布ギャラクシ－1回戦敗退 チョウフ カイ セン ハイタイ								43367		*		*		*		*		*

				7		市町村総合体育大会(女子） シチョウソン ソウゴウ タイイク タイカイ ジョシ						7/16		あきる野市他 ノシ ホカ		7/22,29オール調布3位入賞 チョウフ イ ニュウショウ								43373		〇		〇		◎		*		*

		予定 ヨテイ		1		青少年健全育成大会 セイショウネン ケンゼン イクセイ タイカイ						8/19		関東村ｸﾞﾗﾝﾄﾞ カントウ ムラ		審判・グランド作成等お手伝い シンパン サクセイ トウ テツダ								43380		〇		〇		〇		*		*

				2		都民生涯スポ-ツ大会 トミン ショウガイ タイカイ						9/1、2		江東区新砂 コウトウク シンスナ		オ-ル調布出場 チョウフ シュツジョウ								43381		*		*		*		〇9-17		*		女子技術講習会 ジョシ ギジュツ コウシュウカイ

				3		一般社会人秋季女子大会 イッパン シャカイ ジン シュウキ ジョシ タイカイ						10/21		武蔵村山市総合 ムサシ ムラヤマ シ ソウゴウ		ブル－ドルフィンズ出場予定 シュツジョウ ヨテイ								43387		*		*		*		〇		〇		市民大会決勝 シミン タイカイ ケッショウ

				4		一般社会人秋季男子大会 イッパン シャカイ ジン シュウキ ダンシ タイカイ						11/23		昭島くじら、滝ケ原 アキシマ タキガハラ		調布エンジェルス出場予定 チョウフ シュツジョウ ヨテイ								43394		〇		〇		〇		*		*		予備日 ヨビビ

		■		秋季大会（市民体育祭）予定 シュウキ タイカイ シミン タイイクサイ ヨテイ

				1		8/18（土）19時～　監督会議及び抽選会。来賓（長友市長、尾崎都議、伊藤代議士)を招待予定 ド ジ カントク カイギ オヨ チュウセンカイ ライヒン ナガトモ シチョウ オザキ トギ イトウ ダイギシ ショウタイ ヨテイ

				2		大会開催期間　9月2日～10月14日（予備日10月21日）　１０月１４日西町Ｇで決勝・表彰式 タイカイ カイサイ キカン ガツ ヒ ガツ ヒ ヨビビ ガツ ヒ ガツ ヒ ニシ マチ ケッショウ ヒョウショウシキ

				3		９月２日市民体育祭開会式（グリ-ンホ-ル）昨年度各種目優勝チ-ムは各５名の参加 ガツ ヒ シミン タイイクサイ カイカイシキ サクネン ド カク シュモク ユウショウ カク ナ サンカ

				4		抽選会の進行は事務局と調整要。受付、会計、司会は理事、閉会の挨拶は吉村副理事長。 チュウセン カイ シンコウ ジムキョク チョウセイ ヨウ ウケツケ カイケイ シカイ リジ ヘイカイ アイサツ ヨシムラ フクリジチョウ

		■		夏季大会の考察 カキ タイカイ コウサツ

				1		今後も猛暑日が予測される「危険リスク」回避の検討要、ＫＹル-ル化は必要である。 コンゴ モウショビ ヨソク キケン カイヒ ケントウ ヨウ カ ヒツヨウ

				2		予備日の設定は中1日、最終日以降の1日を基本として考えている。（西町Ｇで決勝、表彰式） ヨビビ セッテイ ナカ ヒ サイシュウビ イコウ ヒ キホン カンガ ニシ マチ ケッショウ ヒョウショウシキ

				3		本部席での役員・理事同士の会話を徹底自粛する。本部席移設を検討(弁当配布、会食場所) ホンブ セキ ヤクイン リジ ドウシ カイワ テッテイ ジシュク ホンブ セキ イセツ ケントウ ベントウ ハイフ カイショク バショ

						Ｇテントには責任理事と副審が着席し運営する。 セキニン リジ フクシン チャクセキ ウンエイ

				4		春・夏大会理事の出席率が低調。チーム試合への参加前後と、終礼への参加率が悪い。 ハル ナツ タイカイ リジ シュッセキ リツ テイチョウ シアイ サンカ ゼン ゴ シュウレイ サンカリツ ワル

				5		ゲ－ムセット、トラブル後の主審宣告が曖昧でチームや選手から不信感を招きかねない。 ゴ シュシン センコク アイマイ センシュ フシンカン マネ

				6		改善要求通達チームの反応は無い。改善事項に対応できない場合は秋季大会の参加認めない カイゼン ヨウキュウ ツウタツ ハンノウ ナ カイゼン ジコウ タイオウ バアイ シュウキ タイカイ サンカ ミト

						（不正用具の改善→チームB・ｈに軟式ヘルメットをＪＳＡ公認用に変更することを要求) フセイ ヨウグ カイゼン ナンシキ コウニン ヨウ ヘンコウ ヨウキュウ

		■		検討事項 ケントウ ジコウ

				1		秋季大会の競技クラス参加資格の確認と検討（Ｗ登録の禁止） シュウキ タイカイ キョウギ サンカ シカク カクニン ケントウ トウロク キンシ

				2		女子の所属（混成、単独）の多重登録扱いの現状と混成チ-ム廃止について ジョシ ショゾク コンセイ タンドク タジュウ トウロク アツカ ゲンジョウ コンセイ ハイシ

				3		Ｓリ-グの試合棄権チ-ムのマイナス得点の見直しについて。 シアイ キケン トクテン ミナオ

						（実業団リーグの実例を参考に棄権連絡が前日、当日の場合-2点、無断の場合-10点、他0点) ジツギョウダン ジツレイ サンコウ キケン レンラク ゼンジツ トウジツ バアイ テン ムダン バアイ テン タ テン



		■		確認・連絡事項 カクニン レンラク ジコウ

				1		Ｅ１外野のポ-ル設置についてはポ-ル材質、単価を事前調査する（小笠原事務局長） ガイヤ セッチ ザイシツ タンカ ジゼン チョウサ オガサワラ ジムキョク チョウ

				2		秋季大会シニア参加チ-ムの確認、レンメイズ（理事・審判の混成）の参加検討。 シュウキ タイカイ サンカ カクニン リジ シンパン コンセイ サンカ ケントウ

				3		ネット裏でのビデオ撮影は基本禁止とする（レンズの乱反射、情報漏れ、など）→紳士協定 ウラ サツエイ キホン キンシ ランハンシャ ジョウホウ モ シンシ キョウテイ

				4		都ソ協７０周年記念行事（パ－テ－１２月１５日予定、支部2～3名出席要請有り） ト キョウ シュウ ネン キネン ギョウジ ガツ ヒ ヨテイ シブ ナ シュッセキ ヨウセイ ア

				5		Ｈ３１年度市町村大会、実施日は未定だが調布市、三鷹市で初日開催の要請有り。 ネン ド シチョウソン タイカイ ジッシ ビ ミテイ チョウフシ ミタカシ ショニチ カイサイ ヨウセイ ア

				6		来年ワ-ルドカップラクビ－開催に伴い関東村グランド周辺は使用不可の日がある。 ライネン カイサイ トモナ カントウ ムラ シュウヘン シヨウ フカ ヒ



		■		ル－ル勉強会（第2回） ベンキョウカイ ダイ カイ

						インフィ-ルドフライについて（別紙資料) ベッシ シリョウ

		■		その他　 タ

						審判部、事務局、体協より シンパンブ ジムキョク タイキョウ



				理事 リジ		山本、鈴木、伊藤、小笠原、小倉、小山、酒井、伊藤悦、水上、正司、吉村、清水、毛利、 ヤマモト スズキ イトウ オガサワラ オグラ コヤマ サカイ イトウ エツ ミズカミ ショウジ ヨシムラ シミズ モウリ

						阿部、望月、村上、熊捕、市原、原田、松村 アベ モチヅキ ムラカミ クマトリ イチハラ ハラダ マツムラ







30.11理事会

		理事各位 リジカクイ														 2018/11/17

																   調布市ソフトボール連盟 チョウフシ レンメイ

																理事長　    鈴木　健 リジチョウ スズキ ケン

						             平成３０年11月理事会資料（第4回) ヘイセイ ネン ツキ リジカイ シリョウ ダイ カイ





		■		報告事項（上部大会結果&今後の予定) ホウコク ジコウ ジョウブ タイカイ ケッカ コンゴ ヨテイ



						行事 ギョウジ						日時 ニチジ		場所 バショ		備考 ビコウ

		結果 ケッカ		1		都民生涯スポ-ツ大会 トミン ショウガイ タイカイ						9/1、2		江東区新砂 コウトウク シンスナ		オ-ル調布第3位 チョウフ ダイ イ

				2		関東レディ－ス大会 カントウ タイカイ						10/6,7		茨城古河市 イバラギ コガシ		ブル－ドルフィンズ出場(準優勝) シュツジョウ ジュンユウショウ

				3		一般社会人秋季女子大会 イッパン シャカイ ジン シュウキ ジョシ タイカイ						10/21		武蔵村山市総合 ムサシ ムラヤマ シ ソウゴウ		ブル－ドルフィンズ出場第3位 シュツジョウ ダイ イ

				4		市民大会審判反省会 シミン タイカイ シンパン ハンセイ カイ						11/10		あくろす会議室 カイギシツ		参加人数8人。 サンカ ニンズウ ヒト

				5		Ｐ連（小・中学生)大会 レン ショウ チュウガクセイ タイカイ						11/4&11		関東村 カントウ ムラ		決勝ト－ナメント ケッショウ

		予定 ヨテイ		6		北B女子、小学生大会 キタ ジョシ ショウガクセイ タイカイ						11/18、25		是政、国立 コレマサ クニタチ		フラワ－ス゛、ビュ－ティスタ－ズ出場 シュツジョウ

				7		一般社会人秋季男子大会 イッパン シャカイ ジン シュウキ ダンシ タイカイ						11/23		昭島くじら、滝ケ原 アキシマ タキガハラ		調布エンジェルス、上野原キッズ出場予定 チョウフ ウエノハラ シュツジョウ ヨテイ

				8		3種審判認定会（北ブロック） シュ シンパン ニンテイ カイ キタ						11/25		保谷高校 ホヤ コウコウ		3名参加予定 ナ サンカ ヨテイ

				9		都ソ協70周年記念パ－テ－ ト キョウ シュウネン キネン						12/15		ホテル麹町 コウジマチ		支部4名参加予定 シブ ナ サンカ ヨテイ

				今年度は女子チ-ムの活躍が目立ち男子はなかなか都大会では勝てていない。（土曜日開催で人数不足、他支部はオ－ル化強化 コンネンド ジョシ カツヤク メダ ダンシ ト タイカイ カ ト ヨウビ カイサイ ニンズウ ブソク タ シブ カ キョウカ

		■		秋季大会の考察 シュウキ タイカイ コウサツ

				1		9/2、30日2週雨で大会順延となる。(9/29猛烈台風で前日に中止決定。関東村G施設の被害大) ヒ シュウ アメ タイカイ ジュンエン モウレツ タイフウ ゼンジツ チュウシ ケッテイ カントウ ムラ シセツ ヒガイ オオ

				2		1回戦2桁失点試合が多かった（一般13/20試合、壮年+実年+シニア5/9試合。全体の62％占める) カイセン ケタ シッテン ジアイ オオ イッパン シアイ ソウネン ジツネン シアイ ゼンタイ シ

				3		10/14西町少年野球場2面で決勝戦&表彰式を実施した。（前日大雨で30分遅らせ開始)西町の水はけ良い ニシ マチ ショウネン ヤキュウジョウ メン ケッショウセン ヒョウショウシキ ジッシ ゼンジツ オオアメ フン オク カイシ ニシ マチ ミズ ヨ

				4		9/29女子大会で守備機会に於き怪我（右手首骨折)発生。救急車搬送する。全治1ケ月自己責任保険対応 ジョシ タイカイ シュビ キカイ オ ケガ ミギ テクビ コッセツ ハッセイ キュウキュウシャ ハンソウ ゼンチ ツキ ジコ セキニン ホケン タイオウ



		■		年間の総括 ネンカン ソウカツ

				1		年間通して概ね順調に運営ができた（雨による中止で日程調整は難儀だった)グランドの土入れは実施予定 ネンカン ツウ オオム ジュンチョウ ウンエイ アメ チュウシ ニッテイ チョウセイ ナンギ ツチ イ ジッシ ヨテイ

				2		猛暑日が続き夏季大会では審判委員の軽度熱中症者が出た。20分以上の試合続行で給水タイム設定した モウショビ ツヅ カキ タイカイ シンパン イイン ケイド ネッチュウ ショウ シャ デ フン イジョウ シアイ ゾッコウ キュウスイ セッテイ

						選手よりも審判の高齢化に伴い体力&走力低下が心配。柔軟なロ－カルル－ルは必要。選手数の確保要 センシュ シンパン コウレイカ トモナ タイリョク ソウリョク テイカ シンパイ ジュウナン ヒツヨウ センシュ スウ カクホ ヨウ

				3		今後も猛暑日が予測される「危険リスク」回避の検討要、ＫＹル-ル化は必要であると感じた。 コンゴ モウショビ ヨソク キケン カイヒ ケントウ ヨウ カ ヒツヨウ カン

						判断基準の設定。自己管理で片付けてはダメ。試合時間を速める、給水他。中止にする勇気も必要。 ハンダン キジュン セッテイ ジコ カンリ カタヅ シアイ ジカン ハヤ キュウスイ タ チュウシ ユウキ ヒツヨウ

				4		総会・監督会議プロジェクタ－を利用した資料、トーナメントの電子化が定着（ペ－パ－レス、時短等) ソウカイ カントク カイギ リヨウ シリョウ デンシカ テイチャク ジタン トウ

						監督の出席は義務。伝えたい情報を「見える化」。将来的にはメ－ルで申し込み可。 カントク シュッセキ ギム ツタ ジョウホウ ミ カ ショウライテキ モウ コ カ

				5		本部席を移転し役員・理事同士の会話を自粛した効果はあるが、審判待機場所としての環境改善要。 ホンブ セキ イテン ヤクイン リジ ドウシ カイワ ジシュク コウカ シンパン タイキ バショ カンキョウ カイゼン ヨウ

				6		理事の大会責任制の構築が出来なかったのは反省点。（来期の継続審議項目) リジ タイカイ セキニンセイ コウチク デキ ハンセイテン ライキ ケイゾク シンギ コウモク

						期待していた理事が参加できず。審判理事も含めて具体的策を検討したい。（１２月～２月末まで） キタイ リジ サンカ シンパン リジ フク グタイテキ サク ケントウ ガツ ガツ マツ

				7		理事の出席率が低調。チーム試合への参加前後と、終礼への参加率が悪い。終日参加できている人は４人? リジ シュッセキ リツ テイチョウ シアイ サンカ ゼン ゴ シュウレイ サンカリツ ワル シュウジツ サンカ ヒト ニン

				8		主審のジャツジ・宣告が曖昧でチームや選手から不信感を招きかねない場面があった。 シュシン センコク アイマイ センシュ フシンカン マネ バメン

						ロ－テ－ションの指導に偏り。ボ-ルデッドの内容が明確でない（説明不足）不正投球、離塁アウトでシラケ シドウ カタヨ ナイヨウ メイカク セツメイ ブソク フセイ トウキュウ リ ルイ

				9		改善や是正を要すチ-ムには書面で「改善要求書」を理事長が発行する事とした。 カイゼン ゼセイ ヨウ ショメン カイゼン ヨウキュウ ショ リジ チョウ ハッコウ コト

				10		審判部新人メンバ－の発掘策、育成プランがないまま終わっている。待機審判員へのJOBトレ企画必要 シンパン ブ シンジン ハックツ サク イクセイ オ タイキ シンパンイン キカク ヒツヨウ



		■		来期の検討/確認事項 ライキ ケントウ カクニン ジコウ

		検討項目 ケントウ コウモク		1		施設・競技内での全面禁煙は行政の段階で検討されている。→時期や方法は前向きに検討したい。 シセツ キョウギ ナイ ゼンメン キンエン ギョウセイ ダンカイ ケントウ ジキ ホウホウ マエム ケントウ

						時間の問題で施設内全て禁煙。(猶予期間を設けて実施の方向)監視よりも自主的に・・・。 ジカン モンダイ シセツ ナイ スベ キンエン ユウヨ キカン モウ ジッシ ホウコウ カンシ ジシュ テキ

				2		市民体育祭でのチ-ム力量差が著しく、一般の部では「Sリ－ク゛チ-ムのシ－ド化を」との意見あり・・・。 シミン タイイクサイ リキリョウ サ イチジル イッパン ブ カ イケン

						力量差が有りすぎる。大量失点試合を減少する策?（投手・守備力向上へのソフト教室、技術研修会 リキリョウ サ ア タイリョウ シッテン シアイ ゲンショウ サク トウシュ シュビ リキ コウジョウ キョウシツ ギジュツ ケンシュウ カイ

				3		理事・審判大会責任制への具体的実施内容の検討。 リジ シンパン タイカイ セキニンセイ グタイテキ ジッシ ナイヨウ ケントウ

				4		スポ－ツ傷害保険加入への義務化（証書のコピ－提出)。損害賠償に向けた裁判事件にも発展した事例有る ショウガイ ホケン カニュウ ギムカ ショウショ テイシュツ ソンガイ バイショウ ム サイバン ジケン ハッテン ジレイ ア

						アマバドミントンダブルスで前衛選手の左目にシャトル当たり損害補償１０００万以上の訴訟起こし裁判勝訴 ゼンエイ センシュ ヒダリメ ア ソンガイ ホショウ マン イジョウ ソショウ オ サイバン ショウソ

				5		登録費・参加費の改訂検討→経費増に伴う値上げ理由を明確にし、来期総会にて主旨説明したい。 トウロク ヒ サンカヒ カイテイ ケントウ ケイヒ ゾウ トモナ ネア リユウ メイカク ライキ ソウカイ シュシ セツメイ

						長い期間会費、登録料据え置き(会計の努力)消費税10%、都ソ協との交流が密になり支出増。 ナガ キカン カイヒ トウロク リョウ ス オ カイケイ ドリョク ショウヒゼイ ト キョウ コウリュウ ミツ シシュツ ゾウ

		確認事項 カクニン ジコウ		6		女子の所属（混成、単独）の多重登録扱いの現状と混成チ-ム廃止について。来期総会で公式提案。 ジョシ ショゾク コンセイ タンドク タジュウ トウロク アツカ ゲンジョウ コンセイ ハイシ ライキ ソウカイ コウシキ テイアン

				7		Ｓリ-グの試合棄権に関し減点方法の見直しについて。Ｓリーグ規約改訂を提案する。 シアイ キケン カン ゲンテン ホウホウ ミナオ キヤク カイテイ テイアン

				8		（実業団リーグの実例を参考に棄権連絡が前日、当日の場合-2点、無断の場合-10点、他0点) ジツギョウダン ジツレイ サンコウ キケン レンラク ゼンジツ トウジツ バアイ テン ムダン バアイ テン タ テン

				9		来期の行事計画と施設使用申請（案)の検討を役員会で実施。W杯ラグビ－、壮年大会、市町村大会考慮 ライキ ギョウジ ケイカク シセツ シヨウ シンセイ アン ケントウ ヤクインカイ ジッシ ハイ ソウネン タイカイ シチョウソン タイカイ コウリョ



		◆		第3回ル-ル勉強会（別紙) ダイ カイ ベンキョウカイ ベッシ

				1、「OPOとインフィルドフライの事例研究」 ジレイ ケンキュウ

				2、「安全進塁権が与えられる場合の事例」 アンゼン シンルイ ケン アタ バアイ ジレイ



		■		その他　 タ

						審判部、事務局、体協より シンパンブ ジムキョク タイキョウ



				理事 リジ		山本、鈴木、伊藤、小笠原、小倉、小山、酒井、伊藤悦、水上、正司、吉村、清水、毛利、 ヤマモト スズキ イトウ オガサワラ オグラ コヤマ サカイ イトウ エツ ミズカミ ショウジ ヨシムラ シミズ モウリ

						阿部、望月、村上、熊捕、市原、原田、松村 アベ モチヅキ ムラカミ クマトリ イチハラ ハラダ マツムラ







31.2月理事会

		理事各位 リジカクイ										 2019/2/24

												   調布市ソフトボール連盟 チョウフシ レンメイ

												理事長　    鈴木　健 リジチョウ スズキ ケン

						　　　　 平成３1年２月理事会資料（第1回) ヘイセイ ネン ツキ リジカイ シリョウ ダイ カイ

				■		行事結果報告 ケッカ ホウコク

						行事		日時		場所		備考

				1		北ブロック新年会		1/12		西国分寺		会長、小倉、酒井３名 カイチョウ オグラ サカイ ナ

				2		審判部幹事会		1/19（土) ド		国領梅田Ｍ ウメダ		審判幹事への説明 シンパン カンジ セツメイ

				3		調布市民駅伝大会 シミン タイカイ		1/27		味スタ周辺道路		村上、水上理事参加 サンカ

				4		北B審判員研修会 キタ		2/17（日） ヒ		関東村E1		80名参加。2チ－ムお手伝い ナ サンカ テツダ

				5		第１回理事会		2/24		あくろす会議室2 カイギシツ		前期反省と今季の活動 ゼンキ ハンセイ コンキ カツドウ

				■今後の予定 コンゴ ヨテイ

						行事		日時		場所		備考

				1		審判伝達講習会&部会 シンパン ブカイ		3/10（日）		大町スポ-ツ施設 オオマチ シセツ		審判員参加

				2		総会・春季監督会議		3/16（土）		たづくり映像ｼｱﾀ-		19時～

				3		春季大会		3/24～4/28		Ａ４、Ａ６、Ｅ１		3/24開会式、決勝表彰式は西町Ｇ ケッショウ ヒョウショウシキ ニシ マチ

				4		都民大会 トミン タイカイ		5/11、12、18		光が丘、武蔵村山 ヒカリ オカ ムサシ ムラヤマ		5/19予備日、登録締め切り3/25 ヨビビ トウロク シ キ

				5		東京都壮年大会 トウキョウト ソウネン タイカイ		5/12・19、		西町2面、三鷹大沢 ニシ マチ メン ミタカ オオサワ		2チ-ム出場5/28予備日 シュツジョウ ヨビビ

				6		調布市スポ-ツまつり チョウフシ		10/13→5/26		味スタ		Ｗ杯ラクビ－のため変更となる ハイ ヘンコウ

				■		平成30年の主な実施内容と問題点（別紙資料)

				■　		総会・監督会議の準備と進め方　（式次第と会場レイアウト別資料) ソウカイ カントク カイギ ジュンビ スス カタ シキシダイ カイジョウ ベツ シリョウ

				①		総会・監督会議は前年同様プロジェクタ－使用しての電子会議とします。 ソウカイ カントク カイギ ゼンネン ドウヨウ シヨウ デンシ カイギ

				②		来賓は長友市長、伊藤（達)衆議院議員、尾崎都議議長を予定（最前列来賓席へ) ライヒン ナガトモ シチョウ イトウ タツ シュウギイン ギイン オザキ トギ ギチョウ ヨテイ サイゼンレツ ライヒン セキ

				②		抽選会は伊藤審判副部長、市原副部長、酒井技術部長、他理事。PC原田理事。（ＨＰ事務局長) チュウセンカイ イトウ シンパン フクブチョウ イチハラ フク ブチョウ サカイ ギジュツ ブチョウ タ リジ ムラカミ ハラダ リジ ジムキョク チョウ

				③		ペ－パ－レスで配布物は最小限とする。年間行事、日程等の資料は連盟ＨＰに掲載しています。 ハイフ ブツ サイショウゲン ネンカン ギョウジ ニッテイ トウ シリョウ レンメイ ケイサイ



				■		総会での提案事項と徹底事項 ソウカイ テイアン ジコウ テッテイ ジコウ

				1、		年会費、参加費の値上げの件 ネンカイヒ サンカヒ ネア ケン

				2、		男女混成チームの廃止の件 ダンジョ コンセイ ハイシ ケン

				3、		スポーツ保険加入の義務化について　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ホケン カニュウ ギム カ

				4、		スポ－ツ施設の全面禁煙化の件 シセツ ゼンメンキンエン カ ケン

						＜徹底事項＞ テッテイ ジコウ

				1、		２重登録（他支部、連盟内）、不正登録（他人名出場）の完全撲滅（事例紹介) ジュウ トウロク ホカ シブ レンメイナイ フセイトウロク タニン メイ シュツジョウ カンゼン ボクメツ ジレイ ショウカイ

				2、		Sリーグの1部規約改正（試合棄権の場合の減点)→Ｓリ-グ規約ＨＰ掲載　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブ キヤクカイセイ シアイ キケン バアイ ゲンテン キヤク ケイサイ

				◆		体育協会からの連絡・依頼事項（清水体協幹事) シミズ タイキョウ カンジ

				　　　○東京都功労者表彰の推薦候補に挙がる。 スイセン コウホ ア

				　　　　この表彰は東京都スポーツ功労賞（2017年)を受賞した団体が対象で、近年も活動が顕著な事が ネン ジュショウ ダンタイ タイショウ キンネン カツドウ ケンチョ コト

				　　　　条件です。難しい審査とは聞いてます。体協に推薦資料提供済み→「期待しましょう」 ジョウケン ムズカ シンサ キ タイキョウ スイセン シリョウ テイキョウ ズ キタイ

				　　　○調布市民スポ－ツ祭り開催日変更（10月体育の日→5月26日)Ｗ杯ラクビ－開催の影響。 チョウフシ ミン マツ カイサイビ ヘンコウ ガツ タイイク ヒ ガツ ヒ ハイ カイサイ エイキョウ

				　　　　実行委員1名＆協力員２名推薦要。4/25、5/23（実行委員会) ジッコウ イイン ナ キョウリョクイン ナ スイセン ヨウ ジッコウ イインカイ

				　　　○アスリ－ト交流事業「パラリアンが考えるスポ－ツの力」３月７日１８時３０分たづくり12F コウリュウ ジギョウ カンガ チカラ ガツ ヒ ジ フン

				　　　　講師　大日方邦子。参加動員５名要請きている。　 コウシ オオヒガタ クニコ サンカ ドウイン ナ ヨウセイ

				　　　○協力員推薦　　・市民体育祭実行委員１名。市民駅伝競走協力員２名 キョウリョクイン スイセン シミン タイイクサイ ジッコウ イイン ナ シミン エキデン キョウソウ キョウリョクイン ナ

				■		監督会議での徹底事項 カントク カイギ テッテイ ジコウ

						〇大会競技要項の一部修正・変更 タイカイ キョウギ ヨウコウ イチブ シュウセイ ヘンコウ

						①　5項　用具は「ＪＳＡ検定マ－ク入り」を追記した。 コウ ヨウグ ケンテイ イ ツイキ

						②　8項　コ-ルドゲ-ムは　（全てのゲ-ムに適用)と変更した。 コウ スベ テキヨウ ヘンコウ

						③　試合開始時間は関東村Ａ４&Ａ６は８時、Ｅ１は１２時とする。西町は９時３０分。 シアイ カイシ ジカン カントウ ムラ ジ ジ ニシ マチ ジ フン

				＜春季大会開会式>

						開会式の司会（清水理事)、来賓の接待（庄司理事）、会場準備(机、招集、マイク)理事 カイカイシキ シカイ シミズ リジ ライヒン セッタイ ショウジ リジ カイジョウ ジュンビ ツクエ ショウシュウ リジ

						始球式（長友市長）試打は（尾崎議員）、審判部長立ち合い。写真記録（毛利） シキュウシキ ナガトモ シチョウ シダ オザキ ギイン シンパン ブチョウ タ ア シャシン キロク モウリ

				■		ル-ル勉強会は今回中止　「スポ-ツ指導の不適合行為について」の勉強会 ベンキョウカイ コンカイ チュウシ シドウ フテキゴウ コウイ ベンキョウカイ

						講習会内容をＰＤＦで簡単な説明。（２０時～２１時) コウシュウカイ ナイヨウ カンタン セツメイ ジ ジ

				■		その他　 タ

						審判部、事務局、体協より シンパンブ ジムキョク タイキョウ

						望月理事（体調不良で退任申請） モチヅキ リジ タイチョウ フリョウ タイニン シンセイ

						山本、鈴木、伊藤、小笠原、小倉、小山、酒井、伊藤悦、水上、正司、吉村、　　　 ヤマモト スズキ イトウ オガサワラ オグラ コヤマ サカイ イトウ エツ ミズカミ ショウジ ヨシムラ

						清水、毛利、阿部、望月、村上、熊捕、市原、原田 シミズ モウリ アベ モチヅキ ムラカミ クマトリ イチハラ ハラダ







30年都大会実績

		<30年度上部大会出場チ-ムと戦績表＞ ネンド ジョウブ タイカイ シュツジョウ センセキ ヒョウ

		大会名 タイカイ ナ						出場チーム シュツジョウ				戦績結果 センセキ ケッカ		場所 バショ

		都民大会男子 トミン タイカイ ダンシ						調布エンジェルス チョウフ				ベスト８		練馬光が丘 ネリマ ヒカリ オカ

		都民大会女子 トミン タイカイ ジョシ						ALL調布 チョウフ				ベスト８		武蔵村山 ムサシムラヤマ

		都壮年大会 ト ソウネン タイカイ						５中零式 チュウ ゼロシキ				ベスト８		三鷹/調布西町 ミタカ チョウフ ニシ マチ

		都壮年大会 ト ソウネン タイカイ						ライズ				２回戦敗退 カイセン ハイタイ		三鷹/調布西町 ミタカ チョウフ ニシ マチ

		エルダ－親善大会 シンゼン タイカイ						ビュ-ティスタ-ズ				準優勝 ジュンユウショウ		昭島くじら公園 アキシマ コウエン

		一般社会人春季一部 イッパン シャカイ ジン シュンキ イチブ						M調布ギャラクシ－ チョウフ				１回戦敗退 カイセン ハイタイ		あきる野市 ノシ

		一般社会人春季２部 イッパン シャカイ ジン シュンキ ブ						上野原キッズ ウエノハラ				準優勝 ジュンユウショウ		戸田橋緑地野球場 トダ バシ リョクチ ヤキュウジョウ

		一般社会人春季一部 イッパン シャカイ ジン シュンキ イチブ						ﾌﾞﾙ-ﾄﾞﾙﾌｨﾝｽﾞ				準優勝（関東大会出場) ジュンユウショウ カントウ タイカイ シュツジョウ		戸田橋緑地野球場 トダ バシ リョクチ ヤキュウジョウ

		都実年大会 ト ジツネン タイカイ						TeamG2				2回戦敗退 カイセン ハイタイ		瑞穂町 ミズホマチ

		市町村大会男子 シチョウソン タイカイ ダンシ						調布ギャラクシ－ チョウフ				1回戦敗退 カイセン ハイタイ		あきる野市 ノシ

		市町村大会女子 シチョウソン タイカイ ジョシ						ALL調布 チョウフ				3位入賞 イ ニュウショウ		あきる野市 ノシ

		都民生涯スポレク トミン ショウガイ						ALL調布 チョウフ				ベスト４　３位入賞 イ ニュウショウ		江東区 コウトウク

		関東レデ－ス大会 カントウ タイカイ						ブル－ドルフィンズ				準優勝 ジュンユウショウ		茨城古河市 イバラギ コガシ

		一般社会人秋季女子 イッパン シャカイ ジン シュウキ ジョシ						ブル－ドルフィンズ				ベスト4　３位 イ		武蔵村山 ムサシムラヤマ

		一般社会人秋季男子 イッパン シャカイ ジン シュウキ ダンシ						調布エンジェルス チョウフ				１回戦敗退 カイセン ハイタイ		昭島くじら公園 アキシマ コウエン

		一般社会人秋季男子 イッパン シャカイ ジン シュウキ ダンシ						上野原キッズ ウエノハラ				１回戦敗退 カイセン ハイタイ		昭島くじら公園 アキシマ コウエン

		北ブロック女子大会 キタ ジョシ タイカイ						フラワ-ズ、ＢＳ				フラワ-ズ決勝ﾄ-ﾅﾒﾝﾄ ケッショウ		府中是政 フチュウ コレマサ





没収試合チャ－ト

				没収試合の経過チャ－ト ボッシュウ シアイ ケイカ

				連盟理事・審判 レンメイ リジ シンパン		上の原キッズ98 ウエ ハラ		フェニックス













































						　　　　　　　　　ＮＯ







				　　











						　　　　　　　　　　　　　NO



































































確認要請
UN番号の違う選手出場?
UN「2」→UN「7」

審判（球審・副審)
&理事で確認


登録書

打順表

登録書＆打順表の誤記
（監督の単純ミス)
意識的ではない


本人確認OK

①打順表のUNに変える
提案する



NO2のユニホ－ムなし


ＮＯ２代替作成案?

理事長未承認

②控選手の交代を提案


誤記ミスを通知

処置提案①

処置提案②

怪我で出場不可
人員不足となる


放棄試合になる事通知


試合継続不可
（理事長・審判審議)

　　　没収試合を通告（本人は無資格者）

異議申し立て（質問書)


4/5　　検証会議
球審・審判部長
副会長・理事長４名


試合中での登録書変更?

役員会で検討

代表・監督調査

代表・監督調査

　　4/11無効試合とし「再試合」の通知書発行

　棄権表明

　再試合出場

4/21　経過説明会（役員→上の原)

役員会で再検討

　5/8　　最終決定通知書を発行

発見時訂正可

次試合は登録書変更承認出場可
か

再試合は未承認



令和1年8月

		理事各位 リジカクイ										 　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年８月１０日 レイワ ガンネン ガツ ヒ

												   　　　　　　　　　　　調布市ソフトボール連盟 チョウフシ レンメイ

												理事長　   鈴木　健 リジチョウ スズキ ケン

						　　　　令和元年8月理事会資料（第3回) レイワ ガンネン ツキ リジカイ シリョウ ダイ カイ

				■		結果&今後の予定 ケッカ コンゴ ヨテイ

						行事		日時		場所		備考

						都民大会 トミン タイカイ		5/11、12、18		江戸川篠崎公園 エドガワ シノザキ コウエン		男子ギャラクシ－&コラボチ－ム出場 ダンシ シュツジョウ

				結果 ケッカ		東京都壮年大会 トウキョウト ソウネン タイカイ		5/12・19、		西町3面、三鷹大沢 ニシ マチ メン ミタカ オオサワ		代表者会議たづくりで実施、ライズ＆大町ソフト健闘 ダイヒョウシャ カイギ ジッシ オオマチ ケントウ

						夏季大会 カキ タイカイ		6/9～8/4		関東村、西町グランド カントウ ムラ ニシ マチ		雨天のため大幅に変更。未消化試合９試合 ウテン オオハバ ヘンコウ ミショウカ ジアイ シアイ

						調布市スポ-ツまつり チョウフシ		10/13→5/26		味スタ		Ｗ杯ラクビ－のため変更となる ハイ ヘンコウ

						エルダー都大会 ト タイカイ		5/26、6/2		昭島くじら公園 アキシマ コウエン		ビュ－ティスタ－ズ親善大会出場初戦敗退 シンゼン タイカイ シュツジョウ ショセン ハイタイ

						一般社会人春季大会 イッパン シャカイ ジン シュンキ タイカイ		6/2		あきる野市 ノシ		調布エンジェルス初戦敗退 チョウフ ショセン ハイタイ

						都シニア大会 ト タイカイ		6/1、6/8、6/9		青梅市永山公園 オウメシ ナガヤマ コウエン		たましにあ-ず出場初戦敗退 シュツジョウ ショセン ハイタイ

						東京都実年大会 トウキョウト ジツ		6/22		瑞穂シクラメン球場 ミズホ キュウジョウ		調布Ｇ２初戦敗退 チョウフ ショセン ハイタイ

						エルデスト都大会 ト タイカイ		6/30、8/4		稲城市河川敷球場 イナギシ カセンシキ キュウジョウ		ビュ－ティスタ－ズ準優勝関東大会の出場決定 ジュンユウショウ カントウ タイカイ シュツジョウ ケッテイ

						家庭婦人都大会 カテイ フジン ト タイカイ		7/21		江東区新砂球場 コウトウク シンスナ キュウジョウ		ビュ－ティスタ－ズ初戦敗退 ショセン ハイタイ

						市町村大会 シチョウソン タイカイ		7/13,7/14、21		調布・三鷹・国分寺・小金井 チョウフ ミタカ コクブンジ コガネイ		7/13、予備日の7/20西町2面実施。男子ベスト8進出 ヨビビ ニシ マチ メン ジッシ ダンシ シンシュツ

				予定 ヨテイ		Ｗ杯ラクビ－開催 テハイ カイサイ		味スタ開催日 アジ カイサイ ヒ		9/20（金)、9/21（土)、9/29（日)、10/5＆6（土・日)、10/19&20（土・日)11/1（金) キン ド ニチ ド ニチ ド ヒ キン

						市民体育祭開会式 シミン タイイクサイ カイカイシキ		43709		調布市グリ－ンホ－ル チョウフシ		10時集合。ギャラクシ－、ライズ、Ｇ２各５名 ジ シュウゴウ カク ナ

						健全育成地区大会 ケンゼン イクセイ チク タイカイ		8/18		関東村 カントウ ムラ		６時集合グランド作成、審判１５名参加。 ジ シュウゴウ サクセイ シンパン ナ サンカ



				■		夏季大会の考察 ナツ コウサツ

				①		６週グランド不良のため中止順延となる。組み合わせ/日程変更し進めたが9試合未消化となる。 シュウ フリョウ チュウシ ジュンエン ク ア ニッテイ ヘンコウ スス シアイ ミ ショウカ

				②		都民大会・市町村大会へのエントリ－は男子のコラボチ－ムのみで女子は辞退した（参加資格条件に抵触) トミン タイカイ シチョウソン タイカイ ダンシ ジョシ ジタイ サンカ シカク ジョウケン テイショク

				③		昨年に続き、東京都壮年大会を三鷹と共同で開催した。（西町グランドは3面提供した)２チーム参加 サクネン ツヅ トウキョウ ト ソウネン タイカイ ミタカ キョウドウ カイサイ ニシ マチ メン テイキョウ サンカ

				④		市町村大会の開催市として初日の7/13（土）、予備日の7/20西町グランドで試合を行った。（５年後開催主管予定) シチョウソン タイカイ カイサイ シ ショニチ ド ヨビビ ニシ マチ シアイ オコナ ネンゴ カイサイ シュカン ヨテイ



				■		市民体育大会の件 シミン タイイク タイカイ ケン

				①		8/18監督会議・組み合わせ抽選会（映像シアタ－)、司会:阿部理事。受付・会計:小山理事他。会場準備１７時３０分～　 カントク カイギ ク ア チュウセンカイ エイゾウ シカイ アベ リジ ウケツケ カイケイ コヤマ リジ タ カイジョウ ジュンビ ジ フン

				②		夏季大会未消化９試合を加え組み合わせ計画検討、決勝後は都度表彰式実施する。（優勝・準優勝) カキ タイカイ ミショウカ シアイ クワ ク ア ケイカク ケントウ ケッショウ ゴ ツド ヒョウショウ シキ ジッシ ユウショウ ジュンユウショウ

				③		Ｗ杯ラグビ－の開催予定日は関東村使用不可（9/21・9/29・10/6・10/20)。10/6&10/13西町グランドを使用する。 ハイ カイサイ ヨテイ ビ カントウ ムラ シヨウ フカ ニシ マチ シヨウ

				④		9/1調布連盟開会式８時～（長友市長・来賓)。市民体育祭開会式１０時～参加チ-ム調布グリ-ンホ－ル集合 チョウフ レンメイ カイカイシキ ジ ナガトモ シチョウ ライヒン シミン タイイクサイ カイカイシキ ジ サンカ チョウフ シュウゴウ

						開会式:司会（清水理事)、会場準備（机・マイク等)、試打式（長友市長)来賓（尾崎都議）伊藤達（衆議院議員) カイカイシキ シカイ シミズ リジ カイジョウ ジュンビ ツクエ トウ シ ダ シキ ナガトモ シチョウ ライヒン オザキ トギ イトウ タツ シュウギイン ギイン



				■		検討事項 ケントウ ジコウ

				①		7/1からの受動喫煙公認条例の件（問題点・改善点等) ジュドウ キツエン コウニン ジョウレイ ケン モンダイテン カイゼンテン トウ

				②		来年度からの年会費・参加費値上げの件（別紙参照) ライネンド ネン カイヒ サンカヒ ネア ケン ベッシ サンショウ

				③		男女混成チ－ムの廃止の件（意見交換会を設定) ダンジョ コンセイ ハイシ ケン イケン コウカン カイ セッテイ

				④		都民大会への参加資格と代表チ－ムの検討 トミン タイカイ サンカ シカク ダイヒョウ ケントウ



				■　事務局（大会日程・組み合わせ等) ジムキョク タイカイ ニッテイ ク ア トウ

						8/9現在参加申し込み。一般29チ-ム、壮年５チ-ム、実年６チーム、シニア１チ-ム、女子２チ-ム ゲンザイ サンカ モウ コ イッパン ソウネン ジツネン ジョシ



				■		審判部から シンパン ブ



				■		体協より（清水体協幹事) タイキョウ シミズ タイキョウ カンジ

						市民大会開会式の案内と参加者 シミン タイカイ カイカイシキ アンナイ サンカシャ

						参加者 サンカシャ

						山本会長、伊藤副会長、鈴木理事長、小笠原事務局長、小倉審判部長、吉村副理事長、小山事務局次長、 ヤマモト カイチョウ イトウ フクカイチョウ スズキ リジチョウ オガサワラ ジム キョクチョウ オグラ シンパン ブチョウ ヨシムラ フクリジチョウ コヤマ ジムキョク ジチョウ

						酒井、伊藤悦、水上、庄司、　　　				清水、毛利、阿部、村上、熊捕、市原、原田　各理事 シミズ モウリ アベ ムラカミ クマトリ イチハラ ハラダ カク リジ























令和1.10

		理事各位 リジカクイ										 　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年10月26日 レイワ ガンネン ガツ ヒ

												   　　　　　　　　　　　調布市ソフトボール連盟 チョウフシ レンメイ

												理事長　   鈴木　健 リジチョウ スズキ ケン

						　　　　令和元年10月理事会資料（第4回) レイワ ガンネン ツキ リジカイ シリョウ ダイ カイ

				■		結果&今後の予定 ケッカ コンゴ ヨテイ

						行事		日時		場所		備考

						市民大会 シミン タイカイ		9/1～10/6		関東村/西町グランド カントウ ムラ ニシ マチ		9/1開会式（長友市長、伊藤達衆議員、尾崎都議参列)10/8表彰式 カイカイシキ ナガトモ シチョウ イトウ タツ シュウ ギイン オザキ トギ サンレツ ヒョウショウシキ

				結果 ケッカ		シニア健康スポ大会 ケンコウ タイカイ		10/5、12,19		立川市 タチカワ シ		10/5上の原キッズ2回戦で敗退。２日目以降台風の影響で中止決定 ウエ ハラ カイセン ハイタイ ヒ メ イコウ タイフウ エイキョウ チュウシ ケッテイ

						関東レディ－ス大会 カントウ タイカイ		10/5、10/6		山梨県吉田市 ヤマナシケン ヨシダ シ		ブル－ドルフィンズ準優勝 ジュンユウショウ

						Ｗ杯ラクビ－開催 テハイ カイサイ		味スタ開催日 アジ カイサイ ヒ		9/20（金)、9/21（土)、9/29（日)、10/5＆6（土・日)、10/19&20（土・日)11/1（金) キン ド ニチ ド ニチ ド ヒ キン

						健全育成地区大会 ケンゼン イクセイ チク タイカイ		8/18		関東村 カントウ ムラ		６時集合グランド作成、審判１５名参加。 ジ シュウゴウ サクセイ シンパン ナ サンカ

						東京都レディ－ス大会 トウキョウ ト タイカイ		10/20・27日 ヒ		武蔵村山市 ムサシムラヤマ シ		ブル－ドルフィンズベスト4へ進出。10/27決勝ト－ナメント シンシュツ ケッショウ

						関東エルディスト大会 カントウ タイカイ		10/26、27日 ヒ		山梨県 ヤマナシケン		ビュ－ティスタ－ズ参加 サンカ

						混成チ－ム意見交換会 コンセイ イケン コウカンカイ		11/16（土） ド		たづくり会議室 カイギシツ		対象チ－ム等の意見・交換会 タイショウ トウ イケン コウカンカイ

				予定 ヨテイ		一般社会人秋季男子 イッパン シャカイ ジン シュウキ ダンシ		11/23・24・30		昭島くじら公園 アキシマ コウエン		調布エンジェルス。会場使用不可で中止決定（10/24都HP) チョウフ カイジョウ シヨウ フカ チュウシ ケッテイ ト

						北ブロック女性大会 キタ ジョセイ タイカイ		11/17、24日 ヒ		府中是政グランド フチュウ コレマサ		グランド水没の影響で中止決定（台風19号） スイボツ エイキョウ チュウシ ケッテイ タイフウ ゴウ

						北ブロック小学生大会 キタ ショウガクセイ タイカイ		11/24、12/1、		国立河川敷グランド クニタチ カセンシキ		グランド水没の影響で中止決定（台風19号） スイボツ エイキョウ チュウシ ケッテイ タイフウ ゴウ

						3種審判認定会 シュ シンパン ニンテイ カイ		12/1		保谷高校 ホヤ コウコウ		エントリ－5名（改善要求書提出4チ－ム) ナ カイゼン ヨウキュウ ショ テイシュツ



				■		市民大会の考察 シミン コウサツ

				①		夏季大会9試合未消化。市民大会に組み入れ成立した。天候にも恵まれ56試合計画通り出来た。 カキ タイカイ シアイ ミショウカ シミン タイカイ ク イ セイリツ テンコウ メグ シアイ ケイカク ドオ デキ

				②		大味な試合が多く、３5失点/１試合の記録更新。レベル格差が顕著。Ｓリ－グチ－ムのシ－ド化の検討要。 オオアジ シアイ オオ シッテン シアイ キロク コウシン カクサ ケンチョ カ ケントウ ヨウ

				③		２件の怪我が発生。大怪我ではないが走者の肉離れ、クロスプレィ中の怪我が目立った。 ケン ケガ ハッセイ オオ ケガ ソウシャ ニク バナ ナカ ケガ メダ

				■		年間の総括 ネンカン ソウカツ

				①		夏季大会は雨で３週/９週しか開催できず、期間中の成立は出来なかった。中止等でキャンセルも増えた カキ タイカイ アメ シュウ シュウ カイサイ キカンチュウ セイリツ デキ チュウシ トウ フ

				②		春季大会で連盟として初の「没収試合裁定」、疑念や混乱が生じた。（ル－ル解釈と慣例の適用)

				③		Ｗ杯ラグビ－の開催予定日は関東村使用不可（9/21・9/29・10/6・10/20)。9/29は大会も休止した。 ハイ カイサイ ヨテイ ビ カントウ ムラ シヨウ フカ タイカイ キュウシ

				④		7/1付で屋外施設も「受動喫煙公認条例」により、施設全面禁煙とした。定着までは指導・観察が必要。 ツケ オクガイ シセツ ジュドウ キツエン コウニン ジョウレイ シセツ ゼンメン キンエン テイチャク シドウ カンサツ ヒツヨウ

				⑤		クレ－ムに発展していないが、ジャッジミスによりチ－ム・選手からの不信感を招いた試合有り。審判部で研鑽 ハッテン センシュ フシンカン マネ シアイ ア シンパン ブ ケンサン

				⑥		会議の電子化（時短・ペ－パレス)・HPでの情報公開・グルスケの定着・弁当注文の適正・審判員２０名確保。 カイギ デンシカ ジタン ジョウホウ コウカイ テイチャク ベントウ チュウモン テキセイ シンパンイン ナ カクホ

				◆		確認事項 カクニン ジコウ

				①		チ－ム・選手個人のスポ-ツ傷害・損害保険加入への義務化（登録時証書のコピ－提出) センシュ コジン ショウガイ ソンガイ ホケン カニュウ ギムカ トウロク ジ ショウショ テイシュツ

				②		来年度からの年会費・参加費値上げの展開（チ－ムへの案内書の発行）＆予算への反映。 ライネンド ネン カイヒ サンカヒ ネア テンカイ アンナイ ショ ハッコウ ヨサン ハンエイ

				③		Ｓリーグ戦チ－ム数変更、試合棄権の場合の減点方法→規約改訂 セン スウ ヘンコウ

				④		台風15号の強風でＡ６倉庫が転倒し、機能不全となり新倉庫を購入手配する。（10/23設置完了) タイフウ ゴウ キョウフウ ソウコ テントウ キノウ フゼン シン ソウコ コウニュウ テハイ セッチ カンリョウ

				⑤		１９号台風の影響で河川敷G使用できず大会中止となっている。（都一般男子大会、北B女子・小学生) ゴウ タイフウ エイキョウ カセンシキ シヨウ タイカイ チュウシ ト イッパン ダンシ タイカイ キタ ジョシ ショウ ガクセイ

				⑥		各グランド本部席での理事・審判の会話は徹底して自粛せよ、机の配置替えも検討してほしい（会長より注意) カク ホンブ セキ リジ シンパン カイワ テッテイ ジシュク ツクエ ハイチ ガ ケントウ カイチョウ チュウイ

				⑦		都民大会、市町村大会は参加資格条件の抵触により男子コラボチ－ムのみエントリ－する。 トミン タイカイ シチョウソン タイカイ サンカ シカク ジョウケン テイショク ダンシ

				■		検討事項 ケントウ ジコウ

				①		男女混成チ－ムの廃止の件（11/19意見交換会で参加チ－ムの要望・意見を確認)今年中に決定していく。 ダンジョ コンセイ ハイシ ケン イケン コウカン カイ サンカ ヨウボウ イケン カクニン コトシ ジュウ イマナカ ケッテイ

				②		役員・理事の任期満了に伴う改選について→改選の手順の規定見直し中 カイセン カイセン テジュン キテイ ミナオ ナカ

				③		市民大会Sリ-グチ-ムのシ－ド化検討。（一般の部:チ-ムの力量差が著しく大量点差試合が多い) シミン タイカイ カ ケントウ イッパン ブ リキリョウ サ イチジル タイリョウ テン サ シアイ オオ

				④		来年度の施設使用申請書、年度行事について（2020五輪・パラリンピック&天候不順を考慮した日程の検討要) ライネンド シセツ シヨウ シンセイ ショ ネンド ギョウジ ゴリン テンコウ フジュン コウリョ ニッテイ ケントウ ヨウ

				⑤		各大会に於ける理事・審判の「大会運営責任制」の具体的実施内容を再検討。 カク タイカイ オ リジ シンパン タイカイ ウンエイ セキニンセイ グタイテキ ジッシ ナイヨウ サイケントウ

				■		事務局から ジムキョク

				■		審判部から シンパン ブ

				●		11/2市民大会（夏季大会含む）審判反省会を実施予定。 シミン タイカイ カキ タイカイ フク シンパン ハンセイ カイ ジッシ ヨテイ

				●		３種公認認定会12/1保谷高校にて予定。改善要求チ-ムから５名参加する。 シュ コウニン ニンテイ カイ ホヤ コウコウ ヨテイ カイゼン ヨウキュウ ナ サンカ

				■		体協より（清水体協幹事) タイキョウ シミズ タイキョウ カンジ

						参加者 サンカシャ

						山本会長、伊藤副会長、鈴木理事長、小笠原事務局長、小倉審判部長、吉村副理事長、小山事務局次長、 ヤマモト カイチョウ イトウ フクカイチョウ スズキ リジチョウ オガサワラ ジム キョクチョウ オグラ シンパン ブチョウ ヨシムラ フクリジチョウ コヤマ ジムキョク ジチョウ

						酒井、伊藤悦、水上、庄司、　　　				清水、毛利、阿部、村上、熊捕、市原、原田　各理事 シミズ モウリ アベ ムラカミ クマトリ イチハラ ハラダ カク リジ

				メモ欄 ラン





















令和1.12

		理事各位 リジカクイ										2019"年"12"月"20"日"

												   　　　　　　　　　　　調布市ソフトボール連盟 チョウフシ レンメイ

												理事長　   鈴木　健 リジチョウ スズキ ケン

						　　　　令和元年12月理事会資料（第5回) レイワ ガンネン ツキ リジカイ シリョウ ダイ カイ

				■		結果&今後の予定 ケッカ コンゴ ヨテイ

						行事		日時		場所		備考

						混成チ－ム意見交換会 コンセイ イケン コウカンカイ		11/16（土） ド		たづくり会議室 カイギシツ		対象チ－ム等の意見・交換会 タイショウ トウ イケン コウカンカイ

				結果 ケッカ		審判技術講習会開催 シンパン ギジュツコウシュウカイ カイサイ		11/17		Ａ４グランド		審判員　 名参加（９時～１２時) シンパンイン ナ サンカ ジ ジ

						3種審判認定会 シュ シンパン ニンテイ カイ		12/1		保谷高校 ホヤ コウコウ		エントリ－６名（改善要求書提出4チ－ム) ナ カイゼン ヨウキュウ ショ テイシュツ

						体育協会納会 タイイク キョウカイ ノウカイ		12/11		たづくり１２Ｆ会議室 カイギシツ		鈴木、伊藤悦健全育成担当、清水体協幹事３名出席 スズキ イトウ エツ ケンゼン イクセイ タントウ シミズ タイキョウ カンジ ナ シュッセキ

						審判1&2種判定会 シンパン シュ ハンテイ カイ		12/15				河合、高橋、松田、尾崎、遠藤審判員 カワイ タカハシ マツダ オザキ エンドウ シンパンイン

						故今村さんを偲ぶ会 コ イマムラ シノ カイ		12/15		府中コンチネンタル フチュウ		鈴木、小倉審判部長、酒井技術部長出席 スズキ オグラ シンパン ブチョウ サカイ ギジュツ ブチョウ シュッセキ



				■		男・女混成チ-ム意見交換会の件 オ ジョ コンセイ イケン コウカンカイ ケン

						開催日時　１１月１６日（土)　19:00～21:00。たづくり1001号室。 カイサイ ヒ ジ ガツ ヒ ド ゴウシツ

						参加役員・理事　役員:鈴木理事長、小倉審判部長、小笠原事務局長、清水体協幹事。 サンカ ヤクイン リジ ヤクイン スズキ リジチョウ オグラ シンパン ブチョウ オガサワラ ジムキョクチョウ シミズ タイキョウ カンジ

						　滝坂ポロリ-ズ、タタミ-ズ、八中おやじの会、調布ノモ－ズ、富士見台ペアレンツ、上の原キッズ、北の台ノ－ス

						　り・エンジョイメイト、多摩小ボ－イズ、石原ダンデイ－ス。ひばり-ず。11チ-ム21名の参加。 ナ サンカ

						①混成チ－ムの変遷について説明（配布資料に基づく)　鈴木理事長 コンセイ ヘンセン セツメイ ハイフ シリョウ モト スズキ リジチョウ

						②参加者からの意見・要望事項＆回答・説明 サンカシャ イケン ヨウボウ ジコウ カイトウ セツメイ

						③本理事会にて討議し決定する。 ホン リジカイ トウギ ケッテイ



				■		連盟規約改訂（案)の件→主な改訂点 レンメイ キヤク カイテイ アン ケン オモ カイテイ テン

						①役員・理事の選出方法を具体的な表現に追記した。（第5条) ヤクイン リジ センシュツ ホウホウ グタイテキ ヒョウゲン ツイキ ダイ ジョウ

						②役員・理事の解任についての条項追記（第6条) ヤクイン リジ カイニン ジョウコウ ツイキ ダイ ジョウ

						③総会・理事会・審判部会の条項を追記した。（第8、9、10条） ソウカイ リジカイ シンパン ブカイ ジョウコウ ツイキ ダイ ジョウ

						④個人情報の取り扱いについての条項追記（第13条） コジン ジョウホウ ト アツカ ジョウコウ ツイキ ダイ ジョウ



				■		来期の主なスケジュ-ル ライキ オモ

						年間スケジュ－ル表に基づく（別紙) ネンカン ヒョウ モト ベッシ



				■		事務局から ジムキョク



				■		審判部から シンパン ブ



				■		体協より（清水体協幹事) タイキョウ シミズ タイキョウ カンジ

						参加者 サンカシャ

						山本会長、伊藤副会長、鈴木理事長、小笠原事務局長、小倉審判部長、吉村副理事長、小山事務局次長、 ヤマモト カイチョウ イトウ フクカイチョウ スズキ リジチョウ オガサワラ ジム キョクチョウ オグラ シンパン ブチョウ ヨシムラ フクリジチョウ コヤマ ジムキョク ジチョウ

						酒井技術部長、伊藤悦副部長、市原副部長、村上、熊捕、水上、庄司、毛利、原田、阿部、清水体協幹事　　　 ギジュツ ブチョウ フクブチョウ イチハラ フクブチョウ ムラカミ クマトリ モウリ ハラダ アベ シミズ タイキョウ カンジ

						（理事会終了)



				■		役員・理事改選について（会長) ヤクイン リジ カイセン カイチョウ















































令和２.2.23

		理事各位 リジカクイ										 2020/2/23

												   調布市ソフトボール連盟 チョウフシ レンメイ

												理事長　    鈴木　健 リジチョウ スズキ ケン

						　　　　 令和2年２月理事会資料（第1回) レイワ ネン ヘイネン ツキ リジカイ シリョウ ダイ カイ

				■行事結果 ギョウジ ケッカ

						行事		日時		場所		備考

				1		北ブロック新年会		1"月"10"日"		立川市 タチカワ シ		山本会長、小倉審判部長２名参加 ヤマモト カイチョウ オグラ シンパン ブチョウ ナ サンカ

				2		都ソ協理事会 ト キョウ リジカイ		1"月"11"日"		小金井 コガネイ		鈴木理事長、小倉審判部長参加 スズキ リジチョウ オグラ シンパン ブチョウ サンカ

				3		調布市民駅伝大会 シミン タイカイ		1"月"26"日"		味スタ周辺道路		村上、水上理事参加 サンカ

				4		審判部幹事会		2"月"8"日"		たづくり会議室 カイギシツ		審判部の活動方針 シンパン ブ カツドウ ホウシン

				■今後の予定 コンゴ ヨテイ

						行事		日時		場所		備考

				1		審判伝達講習会&部会 シンパン ブカイ		3"月"8"日"		大町スポ-ツ施設 オオマチ シセツ		審判員参加

				2		市内中学生女子交流会 シナイ チュウガクセイ ジョシ コウリュウカイ		3"月"15"日"		西町少年野球場 ニシ マチ ショウネン ヤキュウジョウ		技術交流会&練習試合 ギジュツ コウリュウカイ レンシュウ ジアイ

				3		総会・春季監督会議		３月２３日（水） ガツ ヒ スイ		たづくり映像ｼｱﾀ-		19時～

				4		春季大会		3/22～4/26		Ａ４、Ａ６、Ｅ１、西町 ニシ マチ		3/22開会式、決勝表彰式は西町Ｇ ケッショウ ヒョウショウシキ ニシ マチ

				5		都民大会 トミン タイカイ		5/9、10、17		光が丘、武蔵村山 ヒカリ オカ ムサシ ムラヤマ		5/17予備日、登録締め切り3/23 ヨビビ トウロク シ キ

				6		都壮年大会ファストピッチ ト ソウネン タイカイ		5/10・17、5/24		西町３面、三鷹大沢 ニシ マチ メン ミタカ オオサワ		2チ-ム出場5/27予備日 シュツジョウ ヨビビ



				■　改選人事の件 カイセン ジンジ ケン

				1		役職者改選済　（山本会長、伊藤副会長、鈴木理事長、小倉審判部長)＊副理事長伊藤（悦) ヤクショクシャ カイセン ズ ヤマモト カイチョウ イトウ フクカイチョウ スズキ リジチョウ オグラ シンパン ブチョウ フクリジチョウ イトウ エツ

				2		役職者の選出→事務局長、会計、北B支部長 ヤクショク シャ センシュツ ジム キョクチョウ カイケイ キタ シブチョウ

				3		審判部新体制の紹介(小倉審判部長） シン タイセイ ショウカイ オグラ シンパン ブチョウ



				■　		総会・監督会議の確認・報告事項 ソウカイ カントク カイギ カクニン ホウコク ジコウ

				①		受付→スポ－ツ保険加入者登録写し、女性登録者、年会費・参加費の確認。 ウケツケ ホケン カニュウシャ トウロク ウツ ジョセイ トウロク シャ ネンカイヒ サンカヒ カクニン

				②		新役員・理事の紹介（会長)→新任理事の挨拶 シン ヤクイン リジ ショウカイ カイチョウ シンニン リジ アイサツ

				③		全面禁煙とスポ－ツ保険加入の徹底 ゼンメン キンエン ホケン カニュウ テッテイ

				④		男女混成チーム継続について ダンジョ コンセイ ケイゾク

				＊		来賓の招待は春季・市民体育祭開会式のみとする。　　 ライヒン ショウタイ シュンキ シミン タイイクサイ カイカイシキ



				■		今期連盟の主な取り組み項目（案） コンキ レンメイ オモ ト ク コウモク アン

				1		大会運営責任体制の具体的な展開 タイカイ ウンエイ セキニン タイセイ グタイテキ テンカイ

				2		ジュニア育成への取り組み（市内中学生女子、育成推進企画書発案) イクセイ ト ク シナイ チュウガクセイ ジョシ イクセイ スイシン キカクショ ハツアン

				3		ロ－カルル－ルを明文化する（トラブルの予防処置) メイブンカ ヨボウ ショチ

				4		男子代表チ-ム結成への準備委員会発足 ダンシ ダイヒョウ ケッセイ ジュンビ イインカイ ホッソク

				連絡事項 レンラク ジコウ

				■		審判部 シンパン ブ

				■		体協 タイキョウ

				■		事務局 ジムキョク



				山本会長、伊藤副会長、鈴木理事長、小倉審判部長、小笠原、小山、酒井、伊藤悦、庄司 ヤマモト カイチョウ イトウ フクカイチョウ スズキ リジチョウ オグラ シンパン ブチョウ オガサワラ コヤマ サカイ イトウ エツ ショウジ

				吉村、水上、清水、毛利、阿部、村上、熊捕、原田、岩澤、吉田忠、（市原)　各理事 ヨシムラ ミズカミ シミズ モウリ アベ ムラカミ クマトリ ハラダ イワサワ ヨシダ チュウ イチハラ カクリジ

						値上げの明細 ネア メイサイ

						年会費（全チ-ム） ネンカイヒ ゼン		7000円→10000円 エン エン				＊市民体育祭参加費は　　　　　一律3000円/チーム シミン タイイク サイ サンカヒ イチリツ エン

				春・夏大会参加費Ｓリ－グ ハル ナツ タイカイ サンカヒ				10000円→15000円 エン エン

						　　　　　　　　１＆２部 ブ		７０００円→８０００円 エン エン

						　　　　　　　３部&女子 ブ ジョシ		５０００円→６０００円 エン エン





















令和2.6.13

		理事各位 リジカクイ								 2020/6/13

										   調布市ソフトボール連盟 チョウフシ レンメイ

						　　 令和2年6月理事会資料（第2回) レイワ ネン ツキ リジカイ シリョウ ダイ カイ						理事長　鈴木健 リジチョウ スズキ ケン



				◆　大会運営の主な注意・変更点

				1、大会期間は6月28日から8月9日（日曜日)実施。開・閉会式は中止します。

				2、８時試合開始。1日最大5試合とし、試合のインタ－バルは20分とする。

				3、3部のみ3位決定戦を実施する。（今大会のみ2部昇格を3チ－ムとする）

				4、新コロナウイルス感染者を発症した場合は大会の中止もあり得ます。

				5、熱中症対策（20分以上守備を継続の場合は審判の指示で給水タイムを設ける）



				■施設使用に当たってのガイドライン（調布市スポ－ツ振興課) シセツ シヨウ ア チョウフシ シンコウカ



				１.「新型コロナウイルス感染症対策チェツクリスト」をスポ-ツ振興課へ提出 シンコウカ テイシュツ

				2「当日参加者名簿」を作成し、使用日から1か月は保管する。 トウジツ サンカシャ

				◆各チ－ム対応について カク タイオウ

				試合前にメンバ－表と共に「新型コロナウィルス感染症対策リスト」を提出してもらう。 シアイ マエ ヒョウ トモ シンガタ カンセン ショウ タイサク テイシュツ

				メンバ－表は審判部で保管する。「感染症対策シ－ト」は副理事長が回収し、当日分をまとめて ヒョウ シンパン ブ ホカン カンセン ショウ タイサク フクリジチョウ カイシュウ トウジツ ブン

				施設事務所経由でスポ－ツ振興課へ提出する。 シセツ ジム ショ ケイユ シンコウカ テイシュツ

				◆理事・審判員の対応について リジ シンパンイン タイオウ

				理事/審判員は朝検温チェツク受ける。「理事・審判員参加者名簿と健康チェツクリスト」作成 アサ ウ リジ シンパンイン サンカ シャ メイボ ケンコウ サクセイ

				審判部、事務局で１ケ月保管する。 シンパン ブ ジムキョク ツキ ホカン



				参加者の中で感染症を発症、クラスター(集団感染)が発生した場合は体協へ報告する。 サンカシャ バアイ タイキョウ ホウコク

				スポーツ振興課や保健所への情報提供もしなければならない。（参加者、連絡先、行動等) サンカシャ レンラクサキ コウドウ トウ



				３次の事項に該当する場合、当日の使用を控える事 ツギ コト

				①発熱、咳、のどの痛みなどの症状がある場合。(体温38度以上) タイオン ド イジョウ

				➁ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。

				③ 過去14日以内に、入国制限されている国への渡航や当該在住者との濃厚接触がある場合

				４マスク着用 チャクヨウ

				プレイ中でのマスクは必要なし。それ以外（理事、控え審判、ベンチの選手、応援者等)は チュウ ヒツヨウ イガイ リジ ヒカ シンパン センシュ オウエンシャ トウ

				熱中症に注意しながらできるだけマスクをしてください。監督や選手が審判との打ち合わせ ネッチュウ ショウ チュウイ カントク センシュ シンパン ウ ア

				抗議、交代宣告が長引く場合等、状況によってはマスク着用を依頼する。 コウギ コウタイ センコク ナガビ バアイ トウ ジョウキョウ チャクヨウ イライ

				５、飲食での注意点 インショク チュウイテン

				　ペットボトルは必ず名前を記入し飲み終える事。弁当は食中毒のリスク有るので持ち帰り厳禁 カナラ ナマエ キニュウ ノ オ コト ベントウ ショクチュウドク アリ モ カエ ゲンキン

				 熱中症対策（審判員は早めに水分補給する事、選手に異常を感じたらすぐ試合停止する事) ネッチュウ ショウ タイサク シンパンイン ハヤ スイブン ホキュウ コト センシュ イジョウ カン シアイ テイシ コト



				6.３密を避ける行動

				　（1）大きな声での会話や応援は避ける事

				　（2）集合（ミィテング、打ち合わせ等）ではなるべく距離を確保して実施する事

				　（３）共有用具（バット、ヘルメット、マスクなど）の取り扱いは各チ－ムで決めて実施する事。

				　（4）握手、ハイタッチ等、の接触行為は避ける事。飲料用コップ等の共有はしない。

				「感染症対策ガイドライン」を理解した上での施設使用許可を受けております。 カンセンショウ タイサク リカイ ウエ シセツ シヨウ キョカ ウ

				協力できなかった場合は使用禁止もあります。理事・審判はチ－ムへの指導・フォロ－願います キョウリョク バアイ シヨウ キンシ リジ シンパン シドウ ネガ

				チーム、選手たちが楽しくプレイできる環境づくりは連盟の責務です。前向きに考えていきましょう センシュ タノ カンキョウ レンメイ セキム マエム カンガ



				山本会長、伊藤副会長、鈴木理事長、小倉審判部長、小笠原、小山、酒井、伊藤悦、庄司 ヤマモト カイチョウ イトウ フクカイチョウ スズキ リジチョウ オグラ シンパン ブチョウ オガサワラ コヤマ サカイ イトウ エツ ショウジ

				吉村、水上、清水、毛利、阿部、村上、熊捕、原田、岩澤、吉田忠、市原 各理事 ヨシムラ ミズカミ シミズ モウリ アベ ムラカミ クマトリ ハラダ イワサワ ヨシダ チュウ イチハラ カクリジ

















令和2.11.21

				理事各位 リジカクイ												 2020/11/21

																                調布市ソフトボール連盟 チョウフシ レンメイ

																                            理事長　鈴木健

						　　 令和2年11月理事会資料（第3回) レイワ ネン ツキ リジカイ シリョウ ダイ カイ



						行事内容 ギョウジ ナイヨウ		期間 キカン				備考 ビコウ

				1		春季大会 シュンキ タイカイ		3/22～5/3				3/22初日開催後、コロナ禍で中止とした ショニチ カイサイ ゴ カ チュウシ

				2		都壮年大会 ト ソウネン タイカイ		5/10、17、24				中止 チュウシ

				3		夏季大会 カキ タイカイ		6/28～8/9				6/13抽選会。（監督会議、開閉式中止)北B審判員応援 チュウセンカイ カントク カイギ カイヘイ シキ チュウシ キタ シンパンイン オウエン

				5		市民体育大会 シミン タイイク タイカイ		9/6～10/18				8/22抽選会、2週雨で中止順延 チュウセンカイ シュウ アメ チュウシ ジュンエン

				6		シニア懇親大会 コンシン タイカイ		44095				エキジビションゲ-ム、連盟ズも含め3チ-ム参加（西町野球場) レンメイ フク サンカ ニシ マチ ヤキュウジョウ

				◆2020年度総括 ネンド ソウカツ

				1  行事結果 ギョウジ ケッカ

				①　コロナ禍のスタートだったが春季大会は初日のみで止む無く中止となる ワザワイ シュンキタイカイ ショニチ ヤ ナ チュウシ

				②　夏季、市民大会は行政のガイドラインに添い、加盟チームの理解と協力を得て無事終了 カキ シミン タイカイ ギョウセイ ソ カメイ リカイ キョウリョク エ ブジシュウリョウ

				③　総会・監督会議、開閉会式は中止とし、組み合わせ抽選会のみ実施した。 ソウカイ カントク カイギ カイヘイ カイ シキ チュウシ ク ア チュウセンカイ ジッシ

				④　役員会、理事会、審判伝達講習会等打ち合わせ、会議は自粛した。 ヤクインカイ リジカイ シンパン デンタツ コウシュウカイ トウ ウ ア カイギ ジシュク

				⑤　会費、参加費の改定に大きな影響もなく認識を得られた➡春季大会中止により夏季に充当 カイヒ サンカヒ カイテイ オオ エイキョウ ニンシキ エ シュンキ タイカイ チュウシ ナツ キ ジュウトウ

				⑥　場内での禁煙が大分認識された行動が見られた➡再徹底を継続、喫煙場所の３密は問題。 ジョウナイ キンエン ダイブ ニンシキ コウドウ ミ サイテッテイ ケイゾク キツエン バショ ミツ モンダイ

				⑦　8時開始の5試合/日、インタ－バル30分は定着化された。 ジ カイシ シアイ ヒ フン テイチャクカ

				⑧　シニアチームとレンメイズでエキジビションマッチを実施、シニア時代の糸口としたい。 ジッシ ジダイ イトグチ

				2、新型コロナウィルス関連 シンガタ カンレン

				①　6/28～調布市の施設使用許可並びに「コロナ感染防止ガイドライン」を遵守し大会を再開した。 チョウフシ シセツ シヨウ キョカ ナラ カンセン ボウシ ジュンシュ タイカイ サイカイ

				➁　「感染症予防対策チェツクリスト」と「参加メンバ－表」を試合前審判に提出。 ヨボウ サンカ ヒョウ シアイ マエ シンパン テイシュツ

				③　理事・審判は「体温チェツク」「当日参加者名簿」「健康チェツクシ－ト」を作成1か月は保管。 リジ シンパン タイオン トウジツ サンカシャ ケンコウ

				④　試合も選手間の３密状態を避ける形態をとる。ボ-ル供給もチ-ムで実施する。 シアイ センシュ カン ミツ ジョウタイ サ ケイタイ キョウキュウ ジッシ

				⑤　市民体育祭後半にはコロナへの感度、意識、対策行動の薄れが顕著だった  シミンタイイクサイ コウハン カンド イシキ タイサク コウドウ ウス ケンチョ



				◆		2021年度の事業計画 ネンド ジギョウ ケイカク

						来期スケジュ-ルを説明。（別紙) ライキ セツメイ ベツ シ

				1、東京オリンピック、パラリンピックを実施する計画で日程を調整した。 トウキョウ ジッシ ケイカク ニッテイ チョウセイ

				2、都ソ協:壮年大会を継続実施の要請があった（5/9&5/16予5/22)西町3面、三鷹大沢G ト キョウ ソウネン タイカイ ケイゾク ジッシ ヨウセイ ヨ ニシ マチ メン ミタカ オオサワ

				3、関東中学生大会（男・女)の後援要請有るが調布市行政は保留（8/8、9。予8/10、11) カントウ チュウガクセイ タイカイ オトコ ジョ コウエン ヨウセイ ア チョウフシ ギョウセイ ホリュウ ヨ

				4、エキジビションゲ-ムの継続（年二回シニア大会と女子、中学生との親善試合設定) ケイゾク ネン ニカイ タイカイ ジョシ チュウガクセイ シンゼン シアイ セッテイ

				5、近隣市との親睦試合の開催を検討（候補は三鷹、府中、狛江?) キンリン シ シンボク シアイ カイサイ ケントウ コウホ ミタカ フチュウ コマエ

				6、ジュニア、シニアスポ－ツ進行事業計画書の申請を検討（12月申請予定)→東京都体育協会 シンコウ ジギョウ ケイカク ショ シンセイ ケントウ ガツ シンセイ ヨテイ トウキョウト タイイク キョウカイ



				「コロナ感染防止への追加対応策」 カンセン ボウシ ツイカ タイオウ サク

				〇各チーム選手の検温を試合開始前に実施する。（整列時or用具点検時?)→担当理事、審判 カク センシュ ケンオン シアイ カイシマエ ジッシ セイレツ ジ ヨウグ テンケン ジ タントウ リジ シンパン

				〇消毒液を各ベンチに設置消毒励行を促す ショウドクエキ カク セッチ ショウドク レイコウ ウナガ

				〇大声の禁止、控え選手のマスク着用を再度徹底していく オオゴエ キンシ ヒカ センシュ チャクヨウ サイド テッテイ



				◆検討事項 ケントウ ジコウ

				1)2021年度大会日程と運営について ネンド タイカイ ニッテイ ウンエイ

				2)総会、監督会議、開閉会式の中止、抽選会、表彰式等簡素化の件 カントク シキ トウ ケン

				3)市民大会の年令別区分の見直し要。レベルに合わした組み合わせorシ-ド制導入を検討したい。 シミン タイカイ ネンレイ ベツ クブン ミナオ ヨウ ア ク ア セイ ドウニュウ ケントウ

				4)捕手マスクＳＧマ-クの件 ホシュ ケン



				反省事項 ハンセイ ジコウ

				1、試合インタ－バル間の時間配分見直し要（試合前の審判の打ち合わせ、G整備の指示等) シアイ カン ジカン ハイブン ミナオ ヨウ シアイ マエ シンパン ウ ア セイビ シジ トウ

				2、メンバ-表の内容チェツク、時間管理はグランド担当理事が責任持って実施する事 ヒョウ ナイヨウ ジカン カンリ タントウ リジ カンリ セキニン モ ジッシ コト

				6、大会期間中の理事の出席率低下（監督、選手の兼任、兄弟チ-ム応援等)で手薄になっている タイカイ キカン ナカ リジ シュッセキ リツ テイカ カントク センシュ ケンニン キョウダイ オウエン トウ テウス

				■		審判部　　　		10/25審判部反省研修会の報告 シンパン ブ ハンセイ ケンシュウカイ ホウコク

				■		体協 タイキョウ		清水体協幹事 シミズ タイキョウ カンジ

				■		事務局 ジムキョク

				山本会長、伊藤副会長、鈴木理事長、小倉審判部長、小笠原、小山、酒井、伊藤悦、庄司 ヤマモト カイチョウ イトウ フクカイチョウ スズキ リジチョウ オグラ シンパン ブチョウ オガサワラ コヤマ サカイ イトウ エツ ショウジ

				吉村、水上、清水、毛利、阿部、村上、熊捕、原田、岩澤、吉田忠、（市原)　各理事 ヨシムラ ミズカミ シミズ モウリ アベ ムラカミ クマトリ ハラダ イワサワ ヨシダ チュウ イチハラ カクリジ





令和3年2月

		理事各位 リジカクイ								 　　　　2021/5/23

								   　　　　　　　　　　　調布市ソフトボール連盟 チョウフシ レンメイ

				 令和3年5月理事会資料（第2回) レイワ ネン ツキ リジカイ シリョウ ダイ カイ						　　　理事長　鈴木健 リジチョウ スズキ ケン



		　■今後の行事計画 コンゴ ギョウジ ケイカク

				1、東京五輪予定（オリンピック7/22～8/8、パラリンピック8/24～9/6)＊否の場合相談 トウキョウ ゴリン ヨテイ イナ バアイ ソウダン

				2、春季・夏季・市民大会を予定。総会、監督会議当面３密避け中止、代表１名抽選会のみを実施 シュンキ カキ シミン タイカイ ヨテイ ソウカイ カントクカイギ トウメン ミツ サ チュウシ ダイヒョウ ナ チュウセンカイ ジッシ

				3)都ソ協から要請のある大会（三鷹連盟と共催)都の会場は台風などで河川敷、がけ崩れで不使用 ト キョウ ヨウセイ タイカイ ミタカレンメイ キョウサイ ト カイジョウ タイフウ カセンシキ クズ フシヨウ

				開催予定日		大会名		施設名		備考

				5/1６(日)・23（日）		都壮年FP大会		西町少年野球場２面、　　西町野球場１面		SPは稲城市で予定 イナギシ ヨテイ

				予備日２９日（土）		（全国大会予選）

				8/8（日)、8/9（月)  　　　　 8/7開会式、監督会議                         ヒ カイカイシキ カントクカイギ		関東中学校ソフトボ-ル大会（男８チーム・女１６チ-ム）		西町少年野球場２面		条件付きで内定。　　　　　8/6設営～8/11 ジョウケンツ ナイテイ セツエイ

								（内外野フェンス要) ナイ ガイヤ ヨウ

				10/1７（日)・24（日）		秋季レデ-ス大会		西町野球場１面orB面 メン		支部市民大会中、　　　　　大沢３面確保



				4、「ジュニア育成推進事業」　健全育成、中学との日程調整要 イクセイ スイシン ジギョウ ケンゼンイクセイ チュウガク ニッテイ チョウセイ ヨウ

				5、「シニアスポ-ツ推進事業」 スイシン ジギョウ

				　4.5.（いつ・誰が・どのように進める) ダレ スス

				・1/18調布体協から企画書の内容と予算額の説明受ける。東京都体協に申請中。 チョウフ タイキョウ キカクショ ナイヨウ ヨサンガク セツメイ ウ トウキョウト タイキョウ シンセイ ナカ

				・目的は底辺の拡大と、レベルup。将来的には連盟チームでの受け皿づくり。シニア活性化 モクテキ テイヘン カクダイ ショウライテキ レンメイ ウ ザラ カッセイカ

				・連盟独自でジュニア（少・中学生)のクリニック（研修会)と親善大会を２回/年計画していく。 レンメイ ドクジ ショウ チュウガクセイ ケンシュウカイ シンゼン タイカイ カイ ネン ケイカク

				・シニアの市民懇親大会として企画していく。（年２回)、日程、進め方、担当など決め実施する。 シミン コンシン タイカイ キカク ネン カイ ニッテイ スス カタ タントウ キ ジッシ

				・初の取り組みで理事、審判、公認指導者等の参加が必要。予算額約４０万円計上されている。 ハジ ト ク リジ シンパン コウニン シドウシャ トウ サンカ ヒツヨウ ヨサン ガク ヤク マンエン ケイジョウ

				6、北B近隣市との親善交流試合の開催を計画。（三鷹、府中、狛江、武蔵野)11/22予定 キタ キンリン シ シンゼン コウリュウ シアイ カイサイ ケイカク ミタカ フチュウ コマエ ムサシノ ヨテイ

				7、大会は8時試合開始。1日最大5試合を基本とし、試合のインタ－バルは30分とする。 タイカイ ジ シアイ カイシ ヒ サイダイ シアイ キホン シアイ フン



		  ■新型コロナウイルス感染防止対応 シンガタ カンセン ボウシ タイオウ

		①		体温測定は試合前の用具チェツク時に塁審がベンチ入りメンバ－全員実施する。体温計４個購入 タイオン ソクテイ シアイ マエ ヨウグ ジ ルイシン イ ゼンイン ジッシ タイオンケイ コ コウニュウ

		②		マスク着用→試合に参加している選手以外はマスクを着用してもらう チャクヨウ シアイ サンカ センシュ イガイ チャクヨウ

		③		両ベンチにアルコ-ル消毒ポンプを設置し、入出時に消毒を励行してもらう。 リョウ ショウドク セッチ ハイシュツ ジ ショウドク レイコウ

		④		3密を避ける行動→大きな声での応援や会話慎む、適正な各グランド本部席のデイスタンス変更。 ミツ サ コウドウ オオ コエ オウエン カイワ ツツシ テキセイ カク ホンブ セキ ヘンコウ



		  ■連絡事項 レンラクジコウ

				事務局　  　 3/13抽選会(たづくり映像シアタ－)の件。参加理事、役割分担等 ジムキョク チュウセンカイ エイゾウ ケン サンカ リジ ヤクワリブンタン トウ

				審判部　　　伝達講習会の件、その他 シンパンブ デンタツ コウシュウカイ ケン タ

				体協関連　　清水幹事 タイキョウ カンレン シミズカンジ

		    「明るいニュース] アカ

		   *調布市体協fソフトボ-ル連盟を東京都功労者表彰に推薦しています。 チョウフシ タイキョウ レンメイ トウキョウト コウロウシャ ヒョウショウ スイセン

		   *市原審判員が全日本中学生大会に東京都代表して派遣要請が来てます。(8/21～24茨城水戸) イチハラ シンパンイン ゼンニホン チュウガクセイ タイカイ トウキョウト ダイヒョウ ハケン ヨウセイ キ イバラギ ミト



				＊行事予定の推進役を分担して進めたい、鈴木（案)です。 ギョウジ ヨテイ スイシンヤク ブンタン スス スズキ アン						広報、写真　毛利理事 コウホウ シャシン モウリ リジ

				■役割分担表 ヤクワリ ブンタン ヒョウ		推進担当理事 スイシン タントウ リジ				推進担当理事 スイシン タントウ リジ

				大会委員長 タイカイ イインチョウ		伊藤（悦)副理事長 イトウ エツ フクリジチョウ		北B近隣親善交流大会 キタ キンリン シンゼン コウリュウ タイカイ		鈴木理事長、原田理事 スズキ リジチョウ ハラダ リジ

				コロナ感染防止責任者 カンセン ボウシ セキニンシャ		伊藤（金)副会長、水上理事 イトウ キン フク カイチョウ ミズカミ リジ		都レティ゛ス大会 ト タイカイ		吉田(忠)副部長、鈴木理事長 ヨシダ チュウ フクブチョウ スズキ リジチョウ

				抽選会責任者 チュウセンカイ セキニンシャ		小笠原事務局長、岩澤理事 オガサワラ ジム キョクチョウ イワサワ リジ		都壮年大会 ト ソウネン タイカイ		小倉審判部長、小笠原事務局 オグラ シンパン ブチョウ オガサワラ ジムキョク

				ジュニア育成企画 イクセイ キカク		伊藤副理事長・村上理事 イトウ フクリジチョウ ムラカミ リジ		関東中学生大会 カントウ チュウガク セイ タイカイ		市原副部長、鈴木理事長 イチハラ フク ブチョウ スズキ リジチョウ

				シニアスポ-ツ推進 スイシン		酒井副部長、清水理事 サカイ フク ブチョウ シミズ リジ		公認指導員 コウニン シドウイン		吉村、阿部、岩澤理事 ヨシムラ アベ イワサワ リジ

				山本会長、伊藤副会長、鈴木理事長、小倉審判部長、小笠原、小山、酒井、伊藤悦 ヤマモト カイチョウ イトウ フクカイチョウ スズキ リジチョウ オグラ シンパン ブチョウ オガサワラ コヤマ サカイ イトウ エツ

				吉村、水上、清水、毛利、村上、原田、岩澤、吉田忠、市原 　欠席)熊捕、阿部、庄司未定 ヨシムラ ミズカミ シミズ モウリ ムラカミ ハラダ イワサワ ヨシダ チュウ イチハラ ケッセキ クマトリ アベ ショウジ ミテイ





令和３年５月

		理事各位 リジカクイ								 2021/5/23

										   調布市ソフトボール連盟 チョウフシ レンメイ

						 令和3年5月理事会資料（第2回) レイワ ネン ツキ リジカイ シリョウ ダイ カイ						理事長　鈴木健 リジチョウ スズキ ケン



				■行事結果 ギョウジ ケッカ

				結果 ケッカ		行事名 ギョウジ ナ		日程 ニッテイ		施設名		備考

				中止 チュウシ		技術講習会 ギジュツコウシュウカイ		3/7＆3/14		関東村Ａ４ カントウムラ		緊急事態宣言中 キンキュウジタイ センゲンチュウ

				中止 チュウシ		審判伝達講習会 シンパン デンタツ コウシュウカイ		44269		大町スポ-ツ施設 オオマチ シセツ		北B研修会参加 キタ ケンシュウカイ サンカ

				大会完了 タイカイ カンリョウ		春季大会 シュンキ タイカイ		3/２１～4/25		関東村＆西町 カントウムラ ニシマチ		後半西町２週 コウハン ニシマチ シュウ

				延期（三鷹・調布中止） エンキ ミタカ チョウフ チュウシ		都壮年FP大会		7/1０、18、25変更 ヘンコウ		稲城市変更 イナギシ ヘンコウ		調布ライズ チョウフ

				中止 チュウシ		都民大会 トミンタイカイ		5/1５、16、22		江戸川、武蔵村山 エドガワ ムサシ ムラヤマ		5/12決定 ケッテイ

				延期 エンキ		都エルダ-大会 ト タイカイ		5/2３、29		稲城市 イナギシ		混成、ﾋﾞｭ-ﾃｨｽﾀ-ｽﾞ コンセイ

				■今後の行事計画 コンゴ ギョウジ ケイカク

				日程 ニッテイ		行事内容 ギョウジ ナイヨウ		施設 シセツ		備考

				5/30～7/11		夏季大会 カキタイカイ		関東村・西町 カントウムラ ニシマチ		5/23代理抽選会 ダイリ チュウセンカイ

				6/5（１８時～) ジ		北ブロック総会 キタ ソウカイ		小金井前原集会場 コガネイ マエハラ シュウカイジョウ		鈴木、小倉参加予定 スズキ オグラ サンカ ヨテイ

				6/6、1３（予29) ヨ		一般社会人男子 イッパン シャカイ ジン ダンシ		あきる野小和田 ノ コワダ		２チ-ム（エンジェルス、石原ダンディス) イシハラ

				6/6、1３（予29) ヨ		レデイス大会 タイカイ		板橋戸田緑地 イタバシ トダ リョクチ		ブル－ドルフィンズ

				6/2６、2７、7/4		実年FP大会 ジツネン タイカイ		青梅市、瑞穂町 オウメ シ ミズホマチ		調布G2 チョウフ

				中止（9/1２、19） チュウシ		市町村大会 シチョウソンタイカイ		西東京、清瀬、小平 ニシトウキョウ キヨセ コダイラ

				*5/7～9日本リ-グ女子大会（太田スタジアム)は無観客試合となり前売り券は払い戻しとなった。 ニホン ジョシ タイカイ オオタ ムカンキャク シアイ マエウ ケン ハラ モド

				*7/２２～東京オリンピック、パラリンピック開催予定。（駐車場等の規制あり) トウキョウ カイサイ ヨテイ チュウシャジョウ トウ キセイ

				*ジュニア育成事業、シニアスポ-ツ振興事業は緊急事態宣言中は中止が発令されている イクセイジギョウ シンコウジギョウ キンキュウジタイ センゲンチュウ チュウシ ハツレイ

				*夏季大会は梅雨～暑い時期での開催となる高齢者の熱中症対策には配慮していく カキタイカイ ツユ アツ ジキ カイサイ コウレイシャ ネッチュウショウ タイサク ハイリョ



				■コロナ感染防止対応（春季大会と同様な取り組みを継続) ケイゾク

				1、出場チ-ムは「参加者名簿」&「施設使用に係る感染症対策チェツクリスト」を試合前に提出。 シュツジョウ サンカシャ メイボ シセツ シヨウ カカ カンセンショウ タイサク シアイ マエ テイシュツ

				2、試合直前にはチ-ム全員の体温測定を継続する。 シアイ チョクゼン ゼンイン タイオン ソクテイ ケイゾク

				３、フイジカルディスタンスの確保（ミィテング、グランド本部、Ｅ１&西町ベンチ内での距離) カクホ ホンブ ニシマチ ナイ キョリ

				４、チームクラスタ－の防止（アルコ-ルを伴う飲食は自粛する様連絡・指導していく) ボウシ トモナ インショク ジシュク ヨウ レンラク シドウ



				◆検討及び徹底事項 ケントウ オヨ テッテイ ジコウ

				１、Ｓリーグ規定の改定案 キテイ カイテイ アン

				複数チーム勝ち点が同点の場合の順位決定の方法を改訂したい。 フクスウ カ テン ドウテン バアイ ジュンイ ケッテイ ホウホウ カイテイ

				改定案:守備・攻撃イニング数は大きく変化していなく平均3.5イニングとなっている事から カイテイアン シュビ コウゲキ スウ オオ ヘンカ ヘイキン コト

				失点数の低いチーム、得点数の高いチームの順で決定したい。それでも同点の場合は得点－失点 シッテンスウ ヒク トクテンスウ タカ ジュン ケッテイ ドウテン バアイ トクテン シッテン

				の高い順で決める。更に同点の場合は選手９名のジャンケンで決する。 タカ ジュン キ サラ ドウテン バアイ センシュ ナ ケッ

				２、西町で試合前練習 ニシマチ シアイマエ レンシュウ

				試合中外野を使っての練習はキャツチボ-ル&トスバッテイングまでとする。フリーハッティング シアイ ナカ ガイヤ ツカ レンシュウ

				や芝生内ではバット使用、試合の障害となると思われる練習は禁止とする。 シバフ ナイ シヨウ シアイ ショウガイ オモ レンシュウ キンシ

				３、駐車場の使用について チュウシャ ジョウ シヨウ

				関東村:事務所前とA5、Ａ６前の駐車場しか使用できない。（パラオリ終了の９/中旬迄) カントウムラ ジムショ マエ マエ チュウシャジョウ シヨウ シュウリョウ チュウジュン マデ

				事前の場所取りでポール配置は禁止、区画を専用化するのは禁止。 ジゼン バショト ハイチ キンシ クカク センヨウカ キンシ

				チ－ム:乗り入れ台数は決めて最小限にする。→乗合、自転車、公共交通機関、徒歩とする ノ イ ダイスウ キ サイショウゲン ノリアイ ジテンシャ コウキョウ コウツウ キカン トホ

				理事・審判:現地への運搬車両（事務局、飲み物、弁当購入)２台。役員乗合車のみとする リジ シンパン ゲンチ ウンパン シャリョウ ジムキョク ノ モノ ベントウ コウニュウ ダイ ヤクイン ノリアイ シャ

				西町:都立武蔵野公園駐車場はオリンピック期間は使用禁止。 ニシマチ トリツ ムサシノ コウエン チュウシャジョウ キカン シヨウキンシ

				有料駐車場を使用する際は理事長か事務局長の承認を受け清算する事。 ユウリョウ チュウシャジョウ シヨウ サイ リジチョウ ジムキョク チョウ ショウニン ウ セイサン コト

				□代理抽選会 ダイリチュウセンカイ

				理事会終了後に実施する。メンバ－やり方は事務局より リジカイ シュウリョウゴ ジッシ カタ ジムキョク

				□連絡事項 レンラクジコウ

				体協幹事 タイキョウカンジ

				審判部 シンパンブ

				山本会長、伊藤副会長、鈴木理事長、小倉審判部長、小笠原事務局長、小山、酒井、伊藤悦、庄司 ヤマモト カイチョウ イトウ フクカイチョウ スズキ リジチョウ オグラ シンパン ブチョウ オガサワラ ジムキョクチョウ コヤマ サカイ イトウ エツ ショウジ

				吉村、水上、清水、毛利、阿部、村上、熊捕、原田、岩澤、吉田忠、市原 各理事 ヨシムラ ミズカミ シミズ モウリ アベ ムラカミ クマトリ ハラダ イワサワ ヨシダ チュウ イチハラ カクリジ



















令和３年8月 

		理事各位 リジカクイ								 2021/8/21

										   調布市ソフトボール連盟 チョウフシ レンメイ

						 令和3年8月理事会資料（第3回) レイワ ネン ツキ リジカイ シリョウ ダイ カイ						理事長　鈴木健 リジチョウ スズキ ケン



				■行事結果 ギョウジ ケッカ

				日程 ニッテイ		行事名 ギョウジ ナ		場所 バショ		結果 ケッカ

				5/30～7/11		夏季大会 カキタイカイ		関東村・西町 カントウムラ ニシマチ		2週雨で中止順延。7/18終了する。 シュウ アメ チュウシ ジュンエン シュウリョウ

				6/6、1３（予29) ヨ		一般社会人男子 イッパン シャカイ ジン ダンシ		あきる野小和田 ノ コワダ		エンジェルス、石原ダンディス初戦で敗退 イシハラ ショセン ハイタイ

				6/6、1３（予29) ヨ		レデイス大会 タイカイ		板橋戸田緑地 イタバシ トダ リョクチ		ブル－ドルフィンズ3位 イ

				6/2６、2７、7/4		実年FP大会 ジツネン タイカイ		青梅市、瑞穂町 オウメ シ ミズホマチ		調布G2　２回戦敗退 チョウフ カイセン ハイタイ

				7/10、1８、25		都壮年FP大会		稲城市多摩川公園 イナギシ タマガワ コウエン		北の台ノ－ス初戦敗退、ライズ2回戦敗退 キタ ダイ ショセン ハイタイ カイセン ハイタイ

				7/1１、18		エルダ－大会 タイカイ		日野市万願寺公園 ヒノシ マンガンジ コウエン		B・D混成チーム優勝。全国大会出場 コンセイ ユウショウ ゼンコクタイカイ シュツジョウ

				8/１、8		都エルデイスト大会 ト タイカイ		武蔵村山 ムサシムラヤマ		ビュ－ティスタ－ズ３位全国大会出場 イ ゼンコク タイカイ シュツジョウ

				44407		審判反省会 シンパン ハンセイカイ		国領あくろす コクリョウ		春季/夏季大会の審判部の反省研修会 シュンキ カキタイカイ シンパンブ ハンセイ ケンシュウカイ

				8/８、9、1０、11（予備) ヨビ		関東中学生大会 カントウ チュウガクセイ タイカイ		西町、大沢G ニシマチ オオサワ		8/8&9雨で中止。8/11終了。 アメ チュウシ シュウリョウ

				1、Ｓリーグ順位決定方法の規約改訂。最終戦まで接戦勝ち点で調布エンジェルスが優勝。 ジュンイ ケッテイ ホウホウ キヤク カイテイ サイシュウセン セッセン カ テン チョウフ ユウショウ

				2、上部大会の日程変更等で審判の派遣要請がが多くやりくりに苦労していた。 ジョウブ タイカイ ニッテイ ヘンコウトウ シンパン ハケン ヨウセイ オオ クロウ

				3、判定での疑義①プレイヤ－交代&無通告交代の件②オレンジベースの扱い③打ち合わせ可否の解釈 ハンテイ ギギ コウタイ ムツウコク コウタイ ケン アツカ ウ ア カヒ カイシャク

				　　④守備妨害か走塁妨害？の件→7/3０の審判事例研究で検討された。 ソウルイ ボウガイ

				4、試合球が数個ひび割れ有ることを試合中発見（現物を業者で分析)→小倉部長 シアイ キュウ スウコ ワ ア シアイ チュウ ハッケン ゲンブツ ギョウシャ ブンセキ オグラ ブチョウ

				５、関東中学生大会　8/6グランド作り、8/10大沢4面+西町2面。予備日１１日西町３面で完結した。 カントウ チュウガクセイ タイカイ ヅク オオサワ メン ニシマチ メン ヨビビ ヒ ニシマチ メン カンケツ

				■コロナ感染防止対応（春季大会と同様な取り組みを継続してきた) ケイゾク

				１、連盟関係者、選手、チーム内クラスタ－の感染者や濃厚接触者の発症報告はなかった。 レンメイカンケイシャ センシュ ナイ カンセンシャ ノウコウセッショクシャ ハッショウ ホウコク

				２、シニア層のワクチン接種者80%推移しているが、デルタ株がまん延している。 ソウ セッシュ シャ スイイ カブ エン

				3、緊急事態宣言が9/12迄延長。調布市の感染者も3500人を超える。 キンキュウジタイセンゲン マデ エンチョウ チョウフシ カンセンシャ ヒト コ

				■徹底事項 テッテイ ジコウ

				１)オリパラの規制（8/24～9/5) キセイ

				9/30迄甲州街道味スタ前交差点からは防護壁で封鎖。アーバンＨ前を右折し、う回路を利用し入場する。 マデ コウシュウカイドウ アジ マエ コウサテン ボウゴヘキ フウサ マエ ウセツ カイロ リヨウ ニュウジョウ

				8/２５～29車椅子バスケで管理所前駐車場は使用禁止。10/15迄A4とＡ5の駐車側テロ防止壁設置 クルマ イス カンリ ジョ マエ チュウシャジョウ シヨウ キンシ マデ チュウシャ ガワ ロソク ボウシ カベ セッチ

				２)無料駐車場の利用について ムリョウ チュウシャジョウ リヨウ

				管理事務所前の駐車場の台数制限は継続していく。スタッフ、チ－ム車での入場制限協力を・・ カンリジムショ マエ チュウシャジョウ ダイスウ セイゲン ケイゾク クルマ ニュウジョウ セイゲン キョウリョク

				3)8/7の強風でA5レフト側のポプラ倒木、Ｅ１のネット一部破壊する。倒木は撤去、ネット修理8/末。 キョウフウ ガワ トウボク イチブ ハカイ トウボク テッキョ シュウリ マツ

				■市民大会 シミンタイカイ

				①５０チ-ム出場登録される（一般2９、壮年7、実年８、シニア3、女子3チーム)一般は１ブロック制とする。 シュツジョウ トウロク イッパン ソウネン ジツネン ジョシ イッパン セイ

				②Ｅ１球場は練習場として活用。（Ａ４＆Ａ６＆西町を使用し５試合/日で消化予定) キュウジョウ レンシュウ ジョウ カツヨウ ニシマチ シヨウ シアイ ヒ ショウカ ヨテイ

				③都レディス秋季大会は西町野球場の提供のみで了解得ている（支部大会中でお手伝い不可) ト シュウキタイカイ ニシマチ ヤキュウジョウ テイキョウ リョウカイ エ シブタイカイ ナカ テツダ フカ

				■今後の行事計画 コンゴ ギョウジ ケイカク

				日程 ニッテイ		行事内容 ギョウジ ナイヨウ		施設 シセツ		備考

				44429		理事会&抽選会 リジカイ チュウセンカイ		たづくり映像ｼｱﾀ- エイゾウ		市民大会の代理抽選会 シミンタイカイ ダイリ チュウセンカイ

				9/19～11/1（予) ヨ		市民大会 シミンタイカイ		関東村・西町 カントウムラ ニシマチ

				2021/9/23（祝) シュク		シニア合同交流会 ゴウドウ コウリュウカイ		西町野球場 ニシマチ ヤキュウジョウ		シニアスポ-ツ振興事業行事 シンコウジギョウ ギョウジ

				9/25、10/2、16		シニア健康スポ-ツ ケンコウ		武蔵村山市 ムサシムラヤマ シ

				44486		ジュニア交流会 コウリュウカイ		未定 ミテイ		ジュニア育成地域推進事業① イクセイ チイキ スイシン ジギョウ

				10/17、24、３１（予)		都レディス秋季大会 ト シュウキ タイカイ		西町野球場 ニシマチ ヤキュウジョウ		三鷹大沢Gと共同開催 ミタカ オオサワ キョウドウ カイサイ

				44500		近隣支部交流会 キンリン シブ コウリュウカイ		西町Ａ＆Ｂ ニシマチ		ジュニア育成地域推進事業② イクセイ チイキ スイシン ジギョウ

				44507		技術講習会 ギジュツコウシュウカイ		関東村Ａ４ カントウムラ		ル-ル勉強会監督対象 ベンキョウカイ カントク タイショウ

				44514		審判研修会 シンパン ケンシュウカイ		関東村Ａ４ カントウムラ		審判部 シンパン ブ

				44522		近隣支部交流会 キンリン シブ コウリュウカイ		西町Ａ＆Ｂ ニシマチ		三鷹、府中支部との交流試合 ミタカ フチュウ シブ コウリュウシアイ

				11/2０、2１、23		一般社会人秋季大会 イッパン シャカイジン シュウキ タイカイ		八王子滝ケ原 ハチオウジ タキガハラ		一般社会人男子 イッパン シャカイジン ダンシ

				＊ジュニア育成推進事業、シニアスポ-ツ推進事業の日程調整し実施していきたい。 イクセイ スイシン ジギョウ スイシン ジギョウ ニッテイ チョウセイ ジッシ

				＊三鷹支部との交流（理事、審判、交流試合)を積極的に進める。 ミタカシブ コウリュウ リジ シンパン コウリュウジアイ セッキョクテキ スス

				■連絡事項 レンラクジコウ

				体協幹事、審判部、事務局 タイキョウカンジ シンパンブ ジムキョク

				山本会長、伊藤副会長、鈴木理事長、小倉審判部長、小笠原事務局長、小山、酒井、伊藤悦、庄司 ヤマモト カイチョウ イトウ フクカイチョウ スズキ リジチョウ オグラ シンパン ブチョウ オガサワラ ジムキョクチョウ コヤマ サカイ イトウ エツ ショウジ

				吉村、水上、清水、毛利、阿部、村上、熊捕、原田、岩澤、吉田忠、市原 各理事 ヨシムラ ミズカミ シミズ モウリ アベ ムラカミ クマトリ ハラダ イワサワ ヨシダ チュウ イチハラ カクリジ



















令和３年１２月

		理事各位 リジカクイ								 2021/12/11

										   調布市ソフトボール連盟 チョウフシ レンメイ

						 令和3年12月理事会資料（第4回) レイワ ネン ツキ リジカイ シリョウ ダイ カイ						理事長　鈴木健 リジチョウ スズキ ケン



				■行事結果 ギョウジ ケッカ

				日程 ニッテイ		行事名 ギョウジ ナ		場所 バショ		結果 ケッカ

				9/19～10/31		市民大会 シミンタイカイ		関東村・西町 カントウムラ ニシマチ		9/19＆10/17グランド不良中止 フリョウ チュウシ

				2021/9/23（祝) シュク		シニア合同交流会 ゴウドウ コウリュウカイ		西町野球場 ニシマチ ヤキュウジョウ		選手３６名、スタッフ８名参加 センシュ ナ ナ サンカ

				9/25、10/2、16		シニア健康スポ-ツ ケンコウ		武蔵村山市 ムサシムラヤマ シ		たま．しにあ－ず（１回戦敗退) カイセン ハイタイ

				10/17、24、３１（予)		都レディス秋季大会 ト シュウキ タイカイ		西町野球場 ニシマチ ヤキュウジョウ		ブルドル、ダンディ－スゼロ（２回戦敗退) カイセン ハイタイ

				11/7日 ヒ		家庭婦人 カテイフジン		稲城緑地公園 イナギ リョクチ コウエン		ビュ－テイスターズ（３位) イ

				44507		壮年ＳＰ ソウネン		稲城緑地公園 イナギ リョクチ コウエン		ペアレンツ（１回戦敗退) カイセン ハイタイ

				44507		ジュニアクリニック①		関東村Ａ４ カントウムラ		ジュニア育成地域推進事業 イクセイ チイキ スイシン ジギョウ

				44514		ジュニアクリニック②		関東村Ａ４ カントウムラ		ジュニア育成地域推進事業 イクセイ チイキ スイシン ジギョウ

				11/2０、2１、23		一般男子秋季大会 イッパン ダンシ シュウキ タイカイ		八王子滝ケ原 ハチオウジ タキガハラ		一般社会人男子（エンジェルス一回戦敗退) イッパン シャカイジン ダンシ イッカイセン ハイタイ

				44521		ジュニア交流試合 コウリュウ ジアイ		関東村Ａ４ カントウムラ		ジュニア育成地域推進事業 イクセイ チイキ スイシン ジギョウ

				44521		北Ｂ女子大会 キタ ジョシ タイカイ		府中是政Ｇ フチュウ コレマサ		Ｂ．Ｓ、ダンデイズ・ゼロ（予選敗退) ヨセンハイタイ

				44523		シニア合同交流会 ゴウドウ コウリュウカイ		西町Ａ面 ニシマチ メン		シニアスポ-ツ推進事業 スイシン ジギョウ

				44528		近隣支部交流会 キンリン シブ コウリュウカイ		三鷹大沢Ｃ面 ミタカ オオサワ メン		三鷹、府中支部との交流試合（北の台ノ－ス) ミタカ フチュウ シブ コウリュウシアイ キタ ダイ

				44528		北Ｂ小学生大会 キタコ ショウガクセイ タイカイ		国立市 クニタチシ		二小参加（１回戦敗退) ニ ショウ サンカ カイセン ハイタイ

				44535		北Ｂ審判３種認定会 キタ シンパン シュ ニンテイカイ		大町スポ-ツ施設 オオマチ シセツ		都審判認定会主催。１７名受講 ト シンパン ニンテイカイ シュサイ ナ ジュコウ



				■特記事項 トッキ ジコウ

				１、市民大会は東京オリパラの開催（7/22～9/5)で例年より遅いスタートとなった。 シミンタイカイ トウキョウ カイサイ レイネン オソ

				２、都レディス大会と支部市民大会の日程が被ったが西町３球場を使用し消化できた。 ト タイカイ シブ シミンタイカイ ニッテイ カブ ニシマチ キュウジョウ シヨウ ショウカ

				3、9月３０日緊急事態宣言解除になり、ジュニア育成推進事業、シニアスポ-ツ推進事業を実施した。 ガツ ニチ キンキュウジタイ センゲン カイジョ イクセイ スイシン ジギョウ スイシンジギョウ ジッシ

				４、近隣支部との親睦大会を企画。３市府中、三鷹市との交流試合を実施 キンリン シブ シンボク タイカイ キカク シ フチュウ ミタカ シ コウリュウジアイ ジッシ



				■年間での主な取り組み内容 ネンカン オモ ト ク ナイヨウ

				１、コロナ緊急事態宣言に伴い会議（総会、監督会議、伝達講習、役員会、理事会等)は極力中止。 キンキュウジタイ センゲン トモナ カイギ ソウカイ カントクカイギ デンタツコウシュウ ヤクインカイ リジカイ トウ キョクリョク チュウシ

				２、春・夏・市民大会共に開催した。代理抽選会で大会組み合わせを決定し連盟ＨＰで展開した。 ハル ナツ シミン タイカイ トモ カイサイ ダイリ チュウセンカイ タイカイ ク ア ケッテイ レンメイ テンカイ

				３、東京オリンピック開催に伴い、施設、駐車場、周辺道路の規制から期間中連盟行事は停止。 トウキョウ カイサイ トモナ シセツ チュウシャジョウ シュウヘンドウロ キセイ キカンチュウ レンメイ ギョウジ テイシ

				４、関東中学生男女大会を三鷹支部と共同開催。8/6事前準備に10名参加。8/8&9日雨で中止となった カントウ チュウガクセイ ダンジョ タイカイ ミタカ シブ キョウドウ カイサイ ジゼン ジュンビ ナ サンカ ヒ アメ チュウシ

				５、都ソ協より市原審判員全日本中学生大会への派遣要請あり参加する。（8/21～24茨城水戸市) ト キョウ イチハラ シンパン イン ゼンニホン チュウガクセイ タイカイ ハケン ヨウセイ サンカ イバラギ ミト シ

				6、Ｓリーグの規定を改訂（複数チーム勝ち点が同点の場合の決定の方法を改訂した) キテイ カイテイ フクスウ カ テン ドウテン バアイ ケッテイ ホウホウ カイテイ

				7、出場チ-ムは「参加者名簿」&「感染症対策チェツクリスト」の提出と体温測定を継続実施した。 シュツジョウ サンカシャ メイボ カンセンショウ タイサク テイシュツ タイオンソクテイ ケイゾク ジッシ

				８、前半上部大会の中止が続出。後半審判員の派遣要請に対し過去最大の貢献となる。 ゼンハン ジョウブタイカイ チュウシ ゾクシュツ コウハン シンパンイン ハケンヨウセイ タイ カコ サイダイ コウケン

				9、Ｅ１球場は練習場として公開、活用してもらう。（Ａ４＆Ａ６＆西町を使用し消化) キュウジョウ レンシュウ ジョウ コウカイ カツヨウ ニシマチ シヨウ ショウカ



				■来期の継続検討事項 ライキ ケイゾク ケントウ ジコウ

				１、ジュニア育成事業の継続。（健全育成、支部内エリア大会等との日程調整要)積極的なＰＲ活動 イクセイ ジギョウ ケイゾク ケンゼン イクセイ シブナイ タイカイ トウ ニッテイ チョウセイ ヨウ セッキョクテキ カツドウ

				２、東京都大会への参加チーム（技術レベル強化と積極的なコラボレーションで選手補強) トウキョウト タイカイ サンカ ギジュツ キョウカ セッキョクテキ センシュ ホキョウ

				３、市民大会一般の部を２ブロック制への提案（①Ｓ、１部、２部②３部、新規) シミンタイカイ イッパン ブ セイ テイアン ブ ブ ブ シンキ

				４、近隣地区親睦大会の継続（３市、他支部)。三鷹、府中女子チーム調布支部大会参加。 キンリン チク シンボクタイカイ ケイゾク シ タ シブ ミタカ フチュウ ジョシ チョウフ シブ タイカイ サンカ

				５、審判員の大会、講習会参加者向上対策と球審の育成。 シンパンイン タイカイ コウシュウカイ サンカシャ コウジョウ タイサク キュウシン イクセイ



				■連絡事項 レンラクジコウ

				体協幹事、審判部、事務局 タイキョウカンジ シンパンブ ジムキョク



				■アンケ－トへの協力 キョウリョク



				山本会長、伊藤副会長、鈴木理事長、小倉審判部長、小笠原事務局長、小山、酒井、伊藤悦、庄司 ヤマモト カイチョウ イトウ フクカイチョウ スズキ リジチョウ オグラ シンパン ブチョウ オガサワラ ジムキョクチョウ コヤマ サカイ イトウ エツ ショウジ

				吉村、水上、清水、毛利、阿部、村上、熊捕、原田、岩澤、吉田忠、市原 各理事 ヨシムラ ミズカミ シミズ モウリ アベ ムラカミ クマトリ ハラダ イワサワ ヨシダ チュウ イチハラ カクリジ



















令和４年１月

		理事各位 リジカクイ								 2022/1/15

										   調布市ソフトボール連盟 チョウフシ レンメイ

						 令和4年1月理事会資料（第1回) レイワ ネン ツキ リジカイ シリョウ ダイ カイ



				■行事結果 ギョウジ ケッカ

				日程 ニッテイ		行事名 ギョウジ ナ		場所 バショ		結果 ケッカ

				44576		第一回理事会 ダイイッカイ リジカイ		あくろす会議室 カイギシツ

				44590		北Ｂ理事会 キタ リジカイ		小金井上之原 コガネイ ウエノハラ

				44591		調布市駅伝大会 チョウフシ エキデン タイカイ		味スタ アジ		チ-ム500→300縮小　区も減少 シュクショウ ク ゲンショウ

				44618		第２回理事会予定 ダイ カイ リジカイ ヨテイ		あくろす会議室 カイギシツ

				44619		都審判委員会 ト シンパンイインカイ

				44632		支部総会、監督会議 シブ ソウカイ カントクカイギ		あくろす会議室 カイギシツ

				44626		都伝達講習会 ト デンタツ コウシュウカイ

				44633		支部審判伝達講習会 シブ シンパン デンタツ コウシュウカイ		大町スポ-ツ施設 オオマチ シセツ

				44633		技術講習会 ギジュツコウシュウカイ

				春季大会 シュンキ タイカイ		関東村、西町 カントウムラ ニシマチ



				■改選の件 カイセン ケン

				規約第５条に基づき初めての改選→今後も改選は２年後 キヤク ダイ ジョウ モト ハジ カイセン コンゴ カイセン ネン ゴ

				定年制　副会長、ブロック長７８歳未満、理事、常務理事、参事、は７５歳未満 テイネン セイ フクカイチョウ チョウ サイ ミマン リジ ジョウムリジ サンジ サイ ミマン

				会長、評議員、顧問、参与は定年制適用無し。→組織活性化、公平差、世代交代は必要 カイチョウ ヒョウギイン コモン サンヨ テイネンセイ テキヨウナ ソシキ カッセイカ コウヘイ サ セダイコウタイ ヒツヨウ

				〇世代交代は最大限考慮しながらの活動として考える。 セダイコウタイ サイダイゲン コウリョ カツドウ カンガ



				■委嘱の件 イショク ケン

				事務局長、会計、副理事長は留任。審判部長は小倉退任（任命責任者反省)吉田忠男部長。審判部推薦 ジムキョク チョウ カイケイ フクリジチョウ リュウニン シンパンブチョウ オグラ タイニン ニンメイセキニン シャ ハンセイ ヨシダ タダオ ブチョウ シンパン ブ スイセン

				審判部の組閣は審判部長が今後決める。小倉は審判部の顧問か相談役（育成） シンパンブ ソカク シンパンブチョウ コンゴ キ オグラ シンパンブ コモン ソウダンヤク イクセイ

				新任の挨拶（吉田部長)役員となる シンニン アイサツ ヨシダ ブチョウ ヤクイン

				加村委員長　審判主任　都民大会（吉田)、シニア健康スポ（酒井最後の１期)市原（高体連主任に昇格) カムラ イインチョウ シンパンシュニン トミンタイカイ ヨシダ ケンコウ サカイ サイゴ キ イチハラ コウタイレン シュニン ショウカク



				■コロナに関する件 カン ケン

				オミクロンが拡大し「調布市の感染防止対策方針」1/30まで発令される。レベルが上がれば方針改訂 カクダイ チョウフシ カンセンボウシ タイサク ホウシン ハツレイ ア ホウシン カイテイ

				調布市1/14　４７４５人。学級閉鎖①若葉小５年２組②３中１年１組　1/17～21まで チョウフシ ヒト ガッキュウヘイサ ワカバ ショウ ネン クミ チュウ ネン クミ

				ワクチン接種　３回目前倒し検討。集団、個別接種。接種券到着者 セッシュ カイメ マエダオ ケントウ シュウダン コベツ セッシュ セッシュ ケン トウチャク シャ

				無料ＰＣＲ検査実施中。 ムリョウ ケンサ ジッシ ナカ

				施設:規制される可能性あり シセツ キセイ カノウセイ



				■年間行事予定 ネンカン ギョウジ ヨテイ

				行事日程と施設使用一覧、都ソ協の主な行事 ギョウジ ニッテイ シセツ シヨウ イチラン ト キョウ オモ ギョウジ

				総会は企画中。北ブロック開催の大会には運営手伝い、審判派遣の要請 ソウカイ キカク ナカ キタ カイサイ タイカイ ウンエイ テツダ シンパン ハケン ヨウセイ

				レディス秋季大会のみ調布、三鷹で開催。壮年ＦＰは未定 シュウキ タイカイ チョウフ ミタカ カイサイ ソウネン ミテイ



				■アンケ－トの結果 ケッカ













				山本会長、伊藤、鈴木、小笠原、小山、酒井、伊藤悦、 ヤマモト カイチョウ イトウ スズキ オガサワラ コヤマ サカイ イトウ エツ

				吉村、水上、清水、毛利、阿部、村上、原田、岩澤、吉田忠、各理事 ヨシムラ ミズカミ シミズ モウリ アベ ムラカミ ハラダ イワサワ ヨシダ チュウ カクリジ



















令和４年２月役員会

		理事各位 リジカクイ



				 令和4年2月役員会用資料（案) レイワ ネン ツキ ヤクインカイ ヨウ シリョウ アン						R4.2.23鈴木作成 スズキ サクセイ



				■行事経過と今後の予定 ギョウジ ケイカ コンゴ ヨテイ

				日程 ニッテイ		行事名 ギョウジ ナ		場所 バショ		結果 ケッカ

				44576		第一回理事会 ダイイッカイ リジカイ		あくろす会議室 カイギシツ		役員・理事の改選 ヤクイン リジ カイセン

				44590		北Ｂ理事会 キタ リジカイ		小金井上之原 コガネイ ウエノハラ		鈴木参加 スズキ サンカ

				44591		調布市駅伝大会 チョウフシ エキデン タイカイ		味スタ アジ		中止 チュウシ

				44619		都審判委員会 ト シンパンイインカイ				中止 チュウシ

				44625		第２回理事会予定 ダイ カイ リジカイ ヨテイ		あくろす会議室 カイギシツ

				44626		都伝達講習会 ト デンタツ コウシュウカイ				中止決定 チュウシ ケッテイ

				44627		スポ-ツ医学サポ－ト イガク		たづくり10階 カイ		体協主催グッドコ－チング タイキョウ シュサイ

				44632		支部総会、監督会議 シブ ソウカイ カントクカイギ		あくろす会議室 カイギシツ		限定条件付きで開催？ ゲンテイジョウケン ツ カイサイ

				44633		審判部会＆伝達講習会 シンパン ブカイ デンタツ コウシュウカイ		大町スポ-ツ施設 オオマチ シセツ		検討中 ケントウチュウ

				44633		技術講習会 ギジュツコウシュウカイ		西町Ａ面 ニシマチ メン		春季大会前のグランド開放日 シュンキ タイカイ マエ カイホウビ

				春季大会 シュンキ タイカイ		関東村、西町 カントウムラ ニシマチ		3/20～



				■役員会検討事項 ヤクインカイ ケントウジコウ

				１、総会、監督会議、抽選会の開催可否。（開催に向けての準備と確認) ソウカイ カントクカイギ チュウセンカイ カイサイ カヒ カイサイ ム ジュンビ カクニン

				２、役員、理事の職務内容と担当者について ヤクイン リジ ショクムナイヨウ タントウシャ

				３、近隣女子チームの大会参加について（日程、会費、調布登録チームの同意) キンリン ジョシ タイカイ サンカ ニッテイ カイヒ チョウフ トウロク ドウイ

				４、駐車場の規制について チュウシャジョウ キセイ

				５、コロナ感染対策について カンセンタイサク



				３月５日理事会展開用資料（案) ガツ ヒ リジカイ テンカイ ヨウ シリョウ アン



				■今期の活動について コンキ カツドウ

				1)新型コロナ感染症への対応は行政の方針「感染症予防ガイドライン」に基づき進める シンガタ カンセンショウ タイオウ ギョウセイ ホウシン カンセンショウ ヨボウ モト スス

				2)運営スタッフ（役員/理事/審判)の役割と責任を明確にし、更なる組織の活性化と後継者育成。 ウンエイ ヤクイン リジ シンパン ヤクワリ セキニン メイカク サラ ソシキ カッセイ カ コウケイシャ イクセイ

				3)新事業の継続①ジュニア育成推進事業、②シニアスポ-ツ振興事業 シンジギョウ ケイゾク イクセイ スイシンジギョウ シンコウ ジギョウ

				4)北ブロック近隣市との交流（親善試合、女子チームの参加、審判等) キタ キンリンシ コウリュウ シンゼン シアイ ジョシ サンカ シンパン トウ

				5)審判員の増員（①既資格者の実践活動機会の増員、②新規資格者のきめ細かな対応) シンパンイン ゾウイン キ シカクシャ ジッセンカツドウ キカイ ゾウイン シンキシカクシャ コマ タイオウ

				6)支部内指導育成の計画立案と実践（審判員、チーム監督、選手スキルｕｐ) シブ ナイ シドウ イクセイ ケイカク リツアン ジッセン シンパン イン カントク センシュ

				7)総務部による年間行事計画立案と行政との調整 ソウムブ ネンカンギョウジケイカク リツアン ギョウセイ チョウセイ



				■春季大会（3/20～5/1) シュンキ タイカイ

				1)当日の参加者名簿（メンバ-表)、対策チェックシシ－ト提出。体温はチーム自主管理 トウジツ サンカシャ メイボ ヒョウ タイサク テイシュツ タイオン ジシュ カンリ

				2)スポ-ツ保険への加入は必須（加入証明書コピ－は事務局提出) ホケン カニュウ ヒッス カニュウ ショウメイショ ジムキョク テイシュツ

				3)関東村はＡ４＆Ａ６を中心で試合開催する。（Ｅ１は練習会場として公開する) カントウムラ チュウシン シアイ カイサイ レンシュウ カイジョウ コウカイ

				4)女子大会に近隣市のチームが参加予定（府中市１、三鷹２チーム） ジョシ タイカイ キンリンシ サンカ ヨテイ フチュウシ ミタカ

				5)関東村駐車場への使用制限あり。チーム内で限定して来場してもらう カントウムラ チュウシャ ジョウ シヨウセイゲン ナイ ゲンテイ ライジョウ



				■審判部（審判部長) シンパンブ シンパンブチョウ

				1)運営の体制と情報ツールの変更 ウンエイ タイセイ ジョウホウ ヘンコウ

				2)既存審判員の戦力化 キゾン シンパンイン センリョクカ										ぬ

				3)派遣について ハケン

				4)高齢者対策（70代の審判員) コウレイシャ タイサク ダイ シンパンイン

				5)審判員の評価 ョシンパンイン ヒョウカ

				6)試合インタ－バル、ミイティング、終礼の時短 シアイ シュウレイ ジタン





				山本会長、伊藤、鈴木、小笠原、小山、酒井、伊藤悦、 ヤマモト カイチョウ イトウ スズキ オガサワラ コヤマ サカイ イトウ エツ

				吉村、水上、清水、毛利、阿部、村上、原田、岩澤、吉田忠、各理事 ヨシムラ ミズカミ シミズ モウリ アベ ムラカミ ハラダ イワサワ ヨシダ チュウ カクリジ















令和４年２月度

										44625

		理事各位 リジカクイ								調布市ソフトボ-ル連盟 チョウフシ レンメイ

										　　　　　　　　　　　　理事長　　　鈴木　　健 リジチョウ スズキ ケン

				　　　　 令和4年2月理事会資料（第２回) レイワ ネン ツキ リジカイ シリョウ ダイ カイ

				■行事経過と今後の予定 ギョウジ ケイカ コンゴ ヨテイ

				日程 ニッテイ		行事名 ギョウジ ナ		場所 バショ		結果 ケッカ

				44576		第一回理事会 ダイイッカイ リジカイ		あくろす会議室 カイギシツ		役員・理事の改選 ヤクイン リジ カイセン

				44591		調布市駅伝大会 チョウフシ エキデン タイカイ		味スタ アジ		中止 チュウシ

				44619		都審判委員会 ト シンパンイインカイ				中止 チュウシ

				44625		第２回理事会予定 ダイ カイ リジカイ ヨテイ		あくろす会議室 カイギシツ

				44626		都伝達講習会 ト デンタツ コウシュウカイ				中止決定 チュウシ ケッテイ

				44628		スポ-ツ医学サポ－ト イガク		たづくり10階 カイ		体協主催グッドコ－チング（リモート研修) タイキョウ シュサイ ケンシュウ

				44632		支部総会、監督会議 シブ ソウカイ カントクカイギ		あくろす会議室 カイギシツ		3/5理事会で可否検討 リジカイ カヒ ケントウ

				44633		審判部会＆伝達講習会 シンパン ブカイ デンタツ コウシュウカイ		大町スポ-ツ施設 オオマチ シセツ		中止決定 チュウシ ケッテイ

				44633		技術講習会 ギジュツコウシュウカイ		西町Ａ面 ニシマチ メン		中止体協へ返却 チュウシ タイキョウ ヘンキャク

				春季大会 シュンキ タイカイ		関東村、西町 カントウムラ ニシマチ		3/20～





				■令和３年度の行事実績（別紙参照) レイワ ネンド ギョウジ ジッセキ ベッシ サンショウ

				■春季大会（3/20～5/1)　 シュンキ タイカイ

				1)総会・監督会議は中止とし、組み合わせは代理抽選とする。 ソウカイ カントクカイギ チュウシ ク ア ダイリ チュウセン

				2)参加者名簿（メンバ-表)、感染対策ﾁｪｯｸｼ-ﾄ提出。体温測定等はチームの自主管理 サンカシャ メイボ ヒョウ カンセン タイサク テイシュツ タイオン ソクテイ トウ ジシュ カンリ

				3)関東村はＡ４＆Ａ６を中心で試合開催する予定。（Ｅ１空き時間は練習会場として公開する) カントウムラ チュウシン シアイ カイサイ ヨテイ ア ジカン レンシュウ カイジョウ コウカイ

				4)試合のインタ－バル時間30分→20分に短縮。（スタッフのスピ-ドup、時間短縮) シアイ ジカン フン フン タンシュク ジカン タンシュク

				4)大会女子部に近隣市のチームが参加予定（三鷹２チーム参加申し込みあり） タイカイ ジョシブ キンリンシ サンカ ヨテイ ミタカ サンカ モウ コ

				5)関東村駐車場はチームで台数を限定し来場してもらう。 カントウムラ チュウシャ ジョウ ダイスウ ゲンテイ ライジョウ						（警察署からの警告) ケイサツショ ケイコク



				■検討事項 ケントウ ジコウ

				１、コロナ感染予防処置について（スタッフの体温測定、消毒用具他) カンセン ヨボウ ショチ タイオン ソクテイ ショウドク ヨウグ タ

				２、関東村駐車場の来場制限について カントウムラ チュウシャジョウ ライジョウ セイゲン

				３、ジュニア、シニアの育成推進事業での問題点 イクセイ スイシン ジギョウ モンダイテン

				4、改選に関する問題点及び改善点 カイセン カン モンダイテン オヨ カイゼンテン



				■今期の具体的な活動 コンキ グタイテキ カツドウ

				１、新型コロナ感染対応 シンガタ カンセン タイオウ

				 ①行政の方針「感染症予防ガイドライン」に基づき行動する。 ギョウセイ ホウシン カンセンショウ ヨボウ モト コウドウ

				 ②チームの自主管理とする（健康チェック、体温測定、３蜜対策、マスク、消毒等) ジシュ カンリ ケンコウ タイオン ソクテイ ミツ タイサク ショウドク トウ

				2、事業の継続 ジギョウ ケイゾク

				 ①ジュニア育成推進事業、シニアスポ-ツ振興事業 イクセイ スイシンジギョウ シンコウ ジギョウ

				 ②北ブロック近隣市との交流（親善試合、女子チームの参加、審判等) キタ キンリンシ コウリュウ シンゼン シアイ ジョシ サンカ シンパン トウ

				3、魅力あるソフトボ-ル連盟に・・・。（プレィヤ－ズファ-スト) ミリョク レンメイ

				 ①スピ－ドUPと時間短縮（攻守交替の駆け足、選手交代時の時短) ジカンタンシュク コウシュコウタイ カ アシ センシュ コウタイ ジ ジタン

				 ②チームから信頼される理事、審判を目指す（挨拶・礼は爽やかに徹底、正確な判定) シンライ リジ シンパン メザ アイサツ レイ サワ テッテイ セイカク ハンテイ

				 ③代表チーム創設への検討、年間優秀チームの表彰？ ダイヒョウ ソウセツ ケントウ ネンカン ユウシュウ ヒョウショウ

				4、次世代へのスムーズな職務移行 ジセダイ ショクムイコウ

				 ①運営スタッフ（役員・理事・審判)の職務内容と役割を明確にする（職務分担表) ウンエイ シンパン ナイヨウ ショクム ブンタンヒョウ

				 ②任期内での計画的な職務移行（今年は重複参加) ニンキナイ ケイカクテキ ショクム イコウ コトシ ジュウフク サンカ



				「連絡事項」 レンラク ジコウ

				■体協関連（清水幹事) タイキョウ カンレン シミズ カンジ

				■審判部（吉田審判部長) シンパンブ ヨシダ シンパンブチョウ

				■事務局（小笠原事務局長) ジムキョク オガサワラ ジムキョクチョウ



				山本会長、伊藤副会長、鈴木理事長、小笠原事務局長、小山会計、酒井審判副部長、伊藤悦副理事長 ヤマモト カイチョウ イトウ フクカイチョウ スズキ リジチョウ オガサワラ ジムキョクチョウ コヤマ カイケイ サカイ シンパン フクブチョウ イトウ エツ フクリジチョウ

				吉村、水上、清水、毛利、阿部、村上、原田、岩澤、吉田忠審判部長、各理事 ヨシムラ ミズカミ シミズ モウリ アベ ムラカミ ハラダ イワサワ ヨシダ チュウ シンパンブチョウ カクリジ





令和４年５月度

										44695

		理事各位 リジカクイ								調布市ソフトボ-ル連盟 チョウフシ レンメイ

										　　　　　　　　　　　　理事長　　　鈴木　　健 リジチョウ スズキ ケン

				　　　　 令和4年5月理事会資料（第3回) レイワ ネン ツキ リジカイ シリョウ ダイ カイ

				■行事結果と今後の予定 ギョウジ ケッカ コンゴ ヨテイ

				日程 ニッテイ		行事名 ギョウジ ナ		場所 バショ		結果 ケッカ

				3/20～5/1		春季大会 シュンキ タイカイ		関東村Ａ４＆Ａ６ カントウムラ		例年より週末雨が多く1.5週中止 レイネン シュウマツ アメ オオ シュウ チュウシ

				44680		シニア交流会 コウリュウカイ		西町Ａグランド ニシマチ		約３０名参加、合同練習と交流試合 ヤク ナ サンカ ゴウドウ レンシュウ コウリュウジアイ

				44681		都理事会・評議委員会 ト リジ カイ ヒョウギイインカイ		小金井商工会館 コガネイ ショウコウカイカン		鈴木参加 スズキ サンカ

				44688		審判部春季反省会 シンパンブ シュンキ ハンセイカイ		あくろすホール1		１３名の参加 ナ サンカ

				44695		理事会＆「代理抽選会」 リジカイ ダイリ チュウセンカイ		あくろす研修室 ケンシュウシツ

				5/1４、1５、2１、22		都民大会（男女) トミンタイカイ オトコ		江戸川、武蔵村山 エドガワ ムサシムラヤマ		エンジェルス、ダンディズ・ザ・ゼロ

				5/2２、2９、6/4		壮年大会、エルダ－ ソウネンタイカイ		稲城市、昭島 イナギ シ アキシマ		調布ライズ、Ｂ・Ｄ、ビュ－ティスタ－ズ チョウフ

				5/2２、2９、6/4		一般男子、レデイズ大会 イッパンダンシ タイカイ		あきる野、昭島 ノ アキシマ		エンジェルス、ブル－ドルフィンズ

				5/29～7/10		夏季大会 カキタイカイ		関東村、西町 カントウムラ ニシマチ

				6/1８、19、2５、26		実年大会 ジツネンタイカイ		大田区多摩川 オオタク タマガワ		調布Ｇ２ チョウフ

				6/2５、2６、7/3		エルデイスト		稲城市多摩川 イナギシ タマガワ		ビュ－ティスタ－ズ



				■春季大会（3/20～5/1)　 シュンキ タイカイ

				1)3/2０終日、4/3午後は雨の為中止とした。週末の雨に悩まされる大会 シュウジツ ゴゴ アメ タメ チュウシ シュウマツ アメ ナヤ タイカイ

				2)感染防止対策、体温測定等はチームでの自主管理とした。 カンセン ボウシ タイサク タイオン ソクテイ トウ ジシュ カンリ

				3)試合インタ－バル時間30分→20分に短縮。（スタッフのスピ-ドup、時間短縮) シアイ ジカン フン フン タンシュク ジカン タンシュク

				4)女子部に三鷹支部「スターズ」が大会に初参加する ジョシブ ミタカ シブ タイカイ ハツ サンカ

				5)4/10救急車発動（アキレス腱一部陥没)、他2件の怪我が発生した。 キュウキュウシャ ハツドウ ケン イチブ カンボツ タ ケン ケガ ハッセイ



				■春季大会問題点と対応 シュンキ タイカイ モンダイテン タイオウ

				１、イニング交代時間短縮（実測値の平均８５秒)→審判、チーム、選手との連携要 コウタイジカン タンシュク ジッソク チ ヘイキン ビョウ シンパン センシュ レンケイ ヨウ

				2、４月２９日ジュニア育成推進事業の予定は体協より延期の要請、シニア交流会に変更 ガツ ヒ イクセイ スイシン ジギョウ ヨテイ タイキョウ エンキ ヨウセイ コウリュウカイ ヘンコウ

				3、用具の不具合発見時の対応について→支部対応＆都大会参加チームへの指導 ヨウグ フグアイ ハッケンジ タイオウ シブ タイオウ ト タイカイ サンカ シドウ

				4、定常化している代理監督について改善指示。→改善済み テイジョウカ ダイリカントク カイゼン シジ カイゼン ズ

				5、審判ジヤッジミスの件→審判部長認識済み（審判反省会で展開) シンパン ケン シンパン ブチョウ ニンシキ ズ シンパン ハンセイカイ テンカイ



				■連絡事項（都ソ協関連) レンラク ジコウ ト キョウ カンレン

				①指導者資格保持者のベンチ入りについて シドウシャ シカク ホジシャ イ

				改善)資格保持者は試合中ベンチ内にいなければならない。(監督・コ－チ・選手) カイゼン シカク ホジシャ シアイチュウ ナイ ュカントク センシュ

				②小学生男子大会に於ける運用（女子選手の出場数)→解釈と運用が曖昧 ショウガクセイ ダンシタイカイ オ ウンヨウ ジョシ センシュ シュツジョウスウ カイシャク ウンヨウ アイマイ

				改善)攻撃、守備時、選手交代において３名を超えない、DP、ＦＰを含めて登録は最大３名 カイゼン コウゲキ シュビ ジ センシュ コウタイ ナ コ フク トウロク サイダイ ナ

				③新型コロナ感染拡大について→以前からの対応策を継続 シンガタ カンセンカクダイ イゼン タイオウサク ケイゾク

				＊大会の式典、監督会議、開、閉会式は基本的に行わない（とりあえず７月末まで) タイカイ シキテン カントクカイギ カイ ヘイカイシキ キホンテキ オコナ ガツ マツ

				＊朝礼、夕礼は間隔１ｍ以上、大声を避け、簡潔に人数も考慮する事 チョウレイ ユウレイ カンカク イジョウ オオゴエ サ カンケツ ニンズウ コウリョ コト



				■夏季大会について カキタイカイ

				１、三鷹女子２チーム不参加、府中市チームは検討中。 ミタカ ジョシ フサンカ フチュウ シ ケントウチュウ

				２、試合開始の挨拶は両チ-ム１塁、３塁のラインに整列して行う（審判部長からの提案) シアイ カイシ アイサツ リョウ ルイ ルイ セイレツ オコナ シンパンブ チョウ テイアン

				３、梅雨時期の大会で想定外の延期、中止もあり得る。熱中症対策、コロナ対応は継続 ツユ ジキ タイカイ ソウテイガイ エンキ チュウシ エ ネッチュウショウ タイサク タイオウ ケイゾク

				４、試合インタ-バル２０分、給水タイムは試合の進行に配慮し設定する シアイ フン キュウスイ シアイ シンコウ ハイリョ セッテイ



				「連絡事項」 レンラク ジコウ

				■体協関連（清水幹事)①5/27ジュニア事業の打ち合わせを体協と計画 タイキョウ カンレン シミズ カンジ ジギョウ ウ ア タイキョウ ケイカク

				②調布市民体育祭実行委員に吉村理事、市民スポ-ツまつり実行委員村上理事の推薦書提出した。 チョウフ シミン タイイクサイ ジッコウイイン ヨシムラ リジ シミン ジッコウイイン ムラカミリジ スイセンショ テイシュツ

				③賛助寄付金は１口１万円、互助会費は今年度徴収無し サンジョキフキン クチ マンエン ゴジョカイヒ コンネンド チョウシュウナ

				■審判部（吉田審判部長) シンパンブ ヨシダ シンパンブチョウ

				■事務局（小笠原事務局長) ジムキョク オガサワラ ジムキョクチョウ



				山本会長、伊藤副会長、鈴木理事長、小笠原事務局長、小山会計、酒井審判副部長、伊藤悦副理事長 ヤマモト カイチョウ イトウ フクカイチョウ スズキ リジチョウ オガサワラ ジムキョクチョウ コヤマ カイケイ サカイ シンパン フクブチョウ イトウ エツ フクリジチョウ

				吉村、水上、清水、毛利、阿部、村上、原田、岩澤、吉田忠審判部長、各理事 ヨシムラ ミズカミ シミズ モウリ アベ ムラカミ ハラダ イワサワ ヨシダ チュウ シンパンブチョウ カクリジ







令和３年行事結果

				令和３年　ソフトボ-ル連盟行事結果表

												支部大会優勝・準優勝チーム一覧 シブ タイカイ ユウショウ ジュンユウ カ イチラン

		3/21～4/25予5/2		 第46回春季大会 　		基地跡地運動広場・西町		大会結果は連盟ＨＰ						春季大会 シュンキタイカイ

		5/30～7/11予18		第30回記念夏季大会 　		基地跡地運動広場・西町		大会結果は連盟ＨＰ						優勝 ユウショウ				準優勝 ジュン ユウショウ

		6/5・12・13予19		東京都シニア大会 　		青梅市　永山公園Gほか		たま・しにあ－ず初戦敗退 ショセン ハイタイ				Ｓリーグ		調布エンジェルス チョウフ				石原ダンディ－ズ イシハラ

		7/1０、1８、25		東京都壮年大会		稲城市多摩川公園		ライズ２回戦、北の台敗退				1部 ブ		ＫＳＣ				四中ダデイ－ズ ヨンチュウ

		7/11・18		東京都エルダー大会 		日野市		Ｂ．Ｂ混成チーム優勝				２部 ブ		北の台ＮＡノア キタ ダイ				滝坂ポロリ-ズファスト タキサカ

		6/6・13・20		東京都一般男子春季大会 　		あきる野市　小和田G		エンジェルス初戦敗退				３部 ブ		布田小ＳＢＣ フダ ショウ				ノモ－ズＫＧ

		6/6・13・20		東京都レディース大会　　		 板橋河川敷		ブルドル３位				女子 ジョシ		ブル－ドルフンズ				ダンデイズザ・ゼロ

		6/26･27・7/4		東京都実年ファーストピッチ大会 		瑞穂シクラメンスポーツ		調布Ｇ２２回戦敗退						夏季大会 カキ タイカイ

		8/1・7・8		東京都エルデスト大会		武蔵村山総合運動場		ビュ－ティスタ－ズ３位						優勝 ユウショウ				準優勝 ジュン ユウショウ

		8/８、９、1０、11		関東中学生男・女大会		調布西町、三鷹大沢						Ｓリーグ		調布エンジェルス チョウフ				布田ドリ－ムズ フダ

		9/19～10/24予31		第61回調布市民体育祭 　		基地跡地運動広場・西町		大会結果は連盟ＨＰ				1部 ブ		四中ダデイ－ズ ヨンチュウ				滝坂ポロリ-ズファスト タキサカ

		10/2・16・23		シニア健康スポーツフェスティバル 　		 武蔵村山野球場		たましにあ－ず初戦敗退				２部 ブ		調布ノモ－ズ チョウフ				調布リバ－ス チョウフ

		10/17・24		東京都レディース秋季大会		三鷹総合G・西町野球場		ブルドル、ダンディズ敗退				３部 ブ		とうちゃんず村瀬組 ムラセ クミ				上の原キッズ12 ウエ ハラ

		11/7・13		東京都家庭婦人大会兼関東予選会		稲城市　多摩川緑地		ビュ-ティスタ-ズ３位				女子 ジョシ		ダンデイズザ・ゼロ				ブルドル不戦敗 フセンパイ

		11/7&14&21		ジュニア育成クリニック、交流試合		関東村Ａ４		３週開催						市民大会 シミンタイカイ

		11/7・13		壮年スローピッチ大会		稲城市　多摩川緑地		ペアレンツ初戦敗退						優勝 ユウショウ				準優勝 ジュン ユウショウ

		11/20・21・23		東京都一般男子秋季大会 　		八王子市　滝ヶ原G		エンジェルス初戦敗退				一般 イッパン		調布エンジェルス チョウフ				布田ドリ－ムズ フダ

		 11/21、28		北ブロック女子大会		府中市　是政Ｇ		ＢＳ、ダンディスゼロ敗退				壮年 ソウネン		調布ライズ チョウフ				調布零式 チョウフ ゼロシキ

		44888		シニア合同練習、交流試合		西町少年野球場		５３名参加				実年 ジツネン		調布Ｇ２ チョウフ				たまる－き－ず

		11/21、28 		北ブロック少年大会		国立市		2小初戦敗退				シニア		調布リバ－ズＯＧ チョウフ				たまシニアズ

		44893		北Ｂ近隣支部交流試合		三鷹大沢グランド		北の台ノ－ス参加				女子 ジョシ		ダンデイズザ・ゼロ				Beaity　ｓｔａｒｓ

		44900		北ブロック第３種認定講習会 　		大町スポ-ツ施設		支部１7名参加				評価 ヒョウカ

		　（赤字が支部の行事）										〇調布エンジェルス　３大会制覇（3冠)達成 チョウフ タイカイ セイハ カン タッセイ

		1、         春・夏、市民大会は予定通り開催。組み合わせは代理抽選会で行う。										〇布田ドリ－ムス　夏・市民大会で準優勝 フダ ナツ シミン タイカイ ジュンユウショウ

		2、        コロナ感染防止は行政のガイドラインを遵守し運営した。										〇滝坂ポロリ-ズ　夏１部昇格し準優勝 タキサカ ナツ ブ ショウカク ジュンユウショウ

		3、        役員・理事の任期満了に伴い、連盟規約に基づき改選を実施した。										〇四中ダデイ－ズ　１部で活躍、Ｓリーグ昇格 ヨンチュウ ブ カツヤク ショウカク

		4、        新事業としてジュニア育成推進事業、シニアスポ-ツ振興事業を体協の協力を得て実施した。

		5、        北ブロック近隣市の男子４チームによる交流試合を実施した。（府中市、三鷹市）

		6、        北ブロック３種審判認定会を大町スポ-ツ施設で開催された。

		7、        都ソ協からの審判派遣要請に対し、最大限の貢献実績を上げた。





令和４年行事結果

						令和4年　ソフトボ-ル連盟行事結果表								支部大会優勝・準優勝チーム一覧 シブ タイカイ ユウショウ ジュンユウ カ イチラン

				前期 ゼンキ												春季大会 シュンキタイカイ

				3/20～5/1		 第47回春季大会 　		基地跡地運動広場・西町		大会結果は連盟ＨＰ						優勝 ユウショウ				準優勝 ジュン ユウショウ

				5/1４、1５、2１、22		都民大会 トミンタイカイ		Ｍ江戸川、Ｗ武蔵村山 エドガワ ムサシムラヤマ		男子中止、女子初戦敗退 ダンシ チュウシ				Ｓリーグ		調布エンジェルス チョウフ				石原ダンディ－ズ イシハラ

				6/5・12・13予19		東京都シニア大会 　		青梅市　永山公園Gほか		たま・しにあ－ず初戦敗退 ショセン ハイタイ				1部 ブ		ＭＡＸ二小 ニ ショウ				滝坂ポロリ-ズファスト タキサカ

				5/2２、29、6/4		東京都壮年大会		稲城市多摩川公園		ライズ２回戦敗退				２部 ブ		フェニックス				ロ－トルズ

				5/2２、29、6/5		東京都エルダー大会 		昭島くじら公園 アキシマ コウエン		Ｂ．Ｂ混成チーム準優勝 ジュン				３部 ブ		FD　レジェンド				調布中おやじの会 チョウフチュウ カイ

				5/29～7/10		第31回夏季大会 　		基地跡地運動広場・西町		大会結果は連盟ＨＰ				女子 ジョシ		ブル－ドルフンズ				Beaity　ｓｔａｒｓ

				6/4・５・12・19		東京都一般男子春季大会 　		あきる野市　小和田G		エンジェルス４位関東大会 イ カントウ タイカイ						夏季大会 カキ タイカイ

				6/５・12・19		東京都レディース大会　　		 板橋河川敷		ブルドル３位						優勝 ユウショウ				準優勝 ジュン ユウショウ

				6/18･19・25		東京都実年ファーストピッチ大会 		瑞穂シクラメンスポーツ		調布Ｇ２初戦敗退 ショ				Ｓリーグ

				7/3１、8/6		東京都エルデスト大会		三鷹大沢グランド		ビュ－ティスタ－ズ初戦敗退 ショセン ハイタイ				1部 ブ		ＫＳＣ				調布リバ－ズ チョウフ

				7/1６、1８、23		市町村大会（男・女) シチョウソンタイカイ オトコ オンナ		稲城市多摩川公園		男子３位、女子初戦敗退 ダンシ イ ジョシ ショセンハイタイ				２部 ブ		深小ダルマ－ズ フカ ショウ				ひばり－ず

				44759		ジュニア育成交流試合		西町野球場		４５名参加 ナ サンカ				３部 ブ		ダンテ゜ィズ・ザ・ロード				布田小ＳＢＣ フダ ショウ

				8/14～8/16		国体関東ブロック大会 コクタイ カントウ タイカイ		府中市、大田区 フチュウ シ オオタク		審判９名選抜 シンパン ナ センバツ				女子 ジョシ		ブル－ドルフンズ				ダンデイズザ・ゼロ





				後期行事予定 コウキ ギョウジ ヨテイ

				9/3、4、10		都民生涯スポ-ツ トミンショウガイ		江東区新砂運動公園 コウトウク シンスナ ウンドウコウエン		ダンディ－スゼロ出場 シュツジョウ

				9/11～10/23		第61回調布市民体育祭 　		基地跡地運動広場・西町		8/20代表者会議、抽選会 ダイヒョウシャ カイギ チュウセンカイ						市民体育祭 シミン タイイクサイ

				9/23祝 シュク		交流試合予定日 コウリュウジアイ ヨテイ ヒ		西町野球場		希望チーム キボウ						優勝 ユウショウ				準優勝 ジュン ユウショウ

				10/15・22・329予 ヨ		シニア健康スポーツフェスティバル 　		 武蔵村山野球場						一般 イッパン

				10/16・23・30予 ヨ		東京都レディース秋季大会		三鷹総合G・西町野球場		ブルドル、他1チーム タ				壮年 ソウネン

				11/13・19		東京都家庭婦人大会兼関東予選会		稲城市　多摩川緑地						実年 ジツネン

				11/3&13		ジュニア育成クリニック、交流試合		関東村Ａ４		2週開催予定 ヨテイ				シニア

				11/13・19・20		壮年スローピッチ大会		稲城市　多摩川緑地						女子 ジョシ

				11/19・20・23		東京都一般男子秋季大会 　		八王子市　滝ヶ原G		エンジェルス、他1チーム タ

				 11/13・20、27		北ブロック女子大会		府中市　是政Ｇ

				44878		シニア合同練習、交流試合		関東村Ａ４

				11/27、12/4、11 		北ブロック小学生大会 ショウガクセイ		国立市

				44885		北Ｂ近隣支部交流試合

				2022/11/27予定 ヨテイ		第３種公式記録員認定講習会 　 コウシキ キロクイン		都ソ協指導者委員会調整 ト キョウ シドウシャ イインカイ チョウセイ















Ｒ４後半行事計画

						令和4年後半の連盟行事 コウハン										春季大会 シュンキタイカイ

				9/3、4、10		都民生涯スポ-ツ トミンショウガイ		江東区新砂運動公園 コウトウク シンスナ ウンドウコウエン		ダンディ－スゼロ出場 シュツジョウ						優勝 ユウショウ				準優勝 ジュン ユウショウ

				9/11～10/23		第62回調布市民体育祭 　		基地跡地運動広場・西町		8/20代表者会議、抽選会 ダイヒョウシャ カイギ チュウセンカイ				Ｓリーグ		調布エンジェルス チョウフ				石原ダンディ－ズ イシハラ

				10/15・22・29予 ヨ		シニア健康スポーツフェスティバル 　		 武蔵村山野球場						1部 ブ		ＭＡＸ二小 ニ ショウ				滝坂ポロリ-ズファスト タキサカ

				10/16・23・30予 ヨ		東京都レディース秋季大会		三鷹総合G・西町野球場		ブルドル、ダンディズ0				２部 ブ		フェニックス				ロ－トルズ

				11/13・19		家庭婦人大会兼関東予選会		稲城市　多摩川緑地						３部 ブ		FD　レジェンド				調布中おやじの会 チョウフチュウ カイ

				11/3&13		ジュニア育成クリニック、交流試合		関東村Ａ４		2週開催予定 ヨテイ				女子 ジョシ		ブル－ドルフンズ				Beaity　ｓｔａｒｓ

				11/13・19・20		壮年スローピッチ大会		稲城市　多摩川緑地								夏季大会 カキ タイカイ

				11/19・20・23		東京都一般男子秋季大会 　		八王子市　滝ヶ原G		調布エンジェルス、他1 タ						優勝 ユウショウ				準優勝 ジュン ユウショウ

				 11/13・20、27		北ブロック女子大会		府中市　是政Ｇ						Ｓリーグ

				44878		シニア合同練習、交流試合		関東村Ａ４						1部 ブ		ＫＳＣ				調布リバ－ズ チョウフ

				11/27、12/4、11 		北ブロック小学生大会 ショウガクセイ		国立市						２部 ブ		深小ダルマ－ズ フカ ショウ				ひばり－ず

				44885		北Ｂ近隣支部交流試合								３部 ブ		ダンテ゜ィズ・ザ・ロード				布田小ＳＢＣ フダ ショウ

				2022/11/27予定 ヨテイ		第３種公式記録員認定講習会 　 コウシキ キロクイン		都ソ協指導者委員会調整 ト キョウ シドウシャ イインカイ チョウセイ						女子 ジョシ		ブル－ドルフンズ				ダンデイズザ・ゼロ



				夏季大会イニング交代時間実績（初回は除く） カキタイカイ コウタイジカン ジッセキ ショカイ ノゾ













				1)目標1分を達成している試合は5試合のみであった（石原Ｄ2、北の台各2試合)　平均　１分３６秒。 モクヒョウ フン タッセイ シアイ シアイ イシハラ キタ ダイ カク シアイ ヘイキン フン ビョウ

				２）ベンチから守備位置（駆け足してるのは少ない。用具を探しているケ－ス、審判のスタート準備が遅くれる、ボール回しの時間等) シュビイチ カ アシ スク ヨウグ サガ シンパン ジュンビ オソ マワ ジカン トウ

				３）選手交代申告時には時間ロス多い（監督の申告のもたつき、球審の経験不足等)　最長４分以上／回 センシュ コウタイ シンコクジ ジカン オオ カントク シンコク キュウシン ケイケン フソク トウ サイチョウ フン イジョウ カイ

				４）時短の狙い（パフォ－マンスＵＰ、チームのリズムをよくする、イニング数を増やす) ジタン ネラ スウ フ

				＊チーム（監督、選手)と審判クル－との連携が必要。選手交代申告の時短ノウハウを共有する。 カントク センシュ シンパン レンケイ ヒツヨウ センシュコウタイ シンコク ジタン キョウユウ



Ｓリーグ実績





エンジェルス	上ノ原キッズ98	調布ギャラクシー	布田ドリ-ムズ	石原ダンディーズ	 ＭＡＸ二小	1.401111111111111	1.2845	1.4339583333333334	1.3245	1.2127083333333333	1.1862037037037034	





ＢＥＳＴ＆ワースト





 緑ヶ丘アッパーズ	 北ノ台ノースエンジェルス	 杉森パドレス	平均	 調布ノモーズ	フェニックス	 深小ダルマーズ 	1.1000000000000001	1.1100000000000001	1.19	1.36	1.76	1.75	1.53	







令和４年８月度

										44779

		理事各位 リジカクイ								調布市ソフトボ-ル連盟 チョウフシ レンメイ

										　　　　　　　　　　　　理事長　　　鈴木　　健 リジチョウ スズキ ケン

				　　　　 令和4年8月理事会資料（第4回) レイワ ネン ツキ リジカイ シリョウ ダイ カイ

				■当面の主な予定（年度後半予定は次ペ-ジ参照) トウメン オモ ヨテイ ネンド コウハン ヨテイ ジ サンショウ

				日程 ニッテイ		行事名 ギョウジ ナ		場所 バショ		結果 ケッカ

				44793		代表者会議 ダイヒョウシャ カイギ		たづくり映像シアタ－ エイゾウ		市民体育祭の組み合わせ抽選会も予定 シミンタイイクサイ ク ア チュウセンカイ ヨテイ

				9/11～10/23		市民体育祭 シミン タイイクサイ		関東村、西町 カントウムラ ニシマチ		10/16&23は西町2面（都レディスは野球場) ニシマチ メン ト ヤキュウジョウ

				8/13～15、予16 ヨ		成年男子国体Ｂ予選 ナ ネン ダンシ コクタイ ヨセン		府中郷土の森 フチュウ キョウド モリ		8/12事前準備含め手伝い応援依頼 ジゼン ジュンビ フク テツダ オウエン イライ

				ミニ国体への審判派遣：柴、松田、河合、尾崎、高橋、吉田、植松、酒井、市原９名 コクタイ シンパン ハケン シバ マツダ カワイ オザキ タカハシ ヨシダ ウエマツ サカイ イチハラ ナ

				運営手伝い :伊藤悦、小山、鈴木、篠原、ブルドル（恒成、辻、高橋、多賀)、ＢＳ早川、（伊藤金ＢＣ) ウンエイ テツダ イトウ エツ コヤマ スズキ シノハラ ツネナリ ツジ タカハシ タガ ハヤカワ イトウ キン



				■夏季大会（5/29～7/10)　 カキ タイカイ

				1)6/12午後は雷雨の為中止とした。Ｓリーグ２試合未消化。市民体育祭初日へ繰り延べとした ゴゴ ライウ タメ チュウシ ミ タイイクサイ ショニチ

				2)6/5救急車発動（上の原:有賀選手→鎖骨骨折)、試合前の投球練習ボールが当たり骨折する事故 キュウキュウシャ ハツドウ ウエ ハラ アリガ センシュ サコツ コッセツ シアイマエ トウキュウ レンシュウ ア コッセツ ジコ

				3)試合インタ－バル時間30分→20分に短縮する。イニング交代時間の実績データ（次ペ-ジ資料) シアイ ジカン フン フン タンシュク コウタイ ジカン ジッセキ ジ シリョウ



				■夏季大会での不祥事と処分内容 カキ タイカイ フショウジ ショブン ナイヨウ

				１一部入れ替え戦（ロートルズvs北の台ノースエンジェルス)試合中の侮辱発言に端を発し暴言や イチブ イ カ セン キタ ダイ ブジョクハツゲン タン ハッ ボウゲン

				もみ合いとなる。スポ-ツマンシップに著しく逸脱したトラブル ア イチジル イツダツ

				①両チ-ムの代表者、監督、当事者との面談による聞き取り事後調査（理事長) リョウ ダイヒョウシャ カントク トウジシャ メンダン キ ト ジゴ チョウサ リジチョウ

				②6/15体育協会事務局長にトラブル内容を報告する。（体協会長、副会長、倫理委員会へも報告) タイイクキョウカイ ジム キョクチョウ ナイヨウ ホウコク タイキョウカイチョウ フクカイチョウ リンリイインカイ ホウコク

				③両チ-ムより再発防止対策書を受領した（チーム内ペナルティ内容も含む） リョウ サイハツ ボウシ タイサクショ ジュリョウ ナイ ナイヨウ フク

				④7/10役員会にて代表者、監督、該当者への処分決定、体協へ報告了承のもと「処分通知書」発行。 ヤクインカイ ダイヒョウシャ カントク ガイトウシャ ショブン ケッテイ タイキョウ ホウコク リョウショウ ショブン ツウチショ ハッコウ



				２、布田ドリ-ムズ「秋山拓実監督」の不正登録違反 フダ アキヤマ タクミ カントク フセイ トウロク イハン

				６月５日の東京都一般男子春季大会に於いて八王子「キングス」の選手として出場が発覚 ガツ ヒ トウキョウ ト イッパン ダンシ シュンキ タイカイ オ ハチオウジ センシュ シュツジョウ ハッカク

				①庄司代表、当事者秋山監督より事情聴取した。（不正登録は知っていての違反行為)、八王子支部に確認 ショウジ ダイヒョウ トウジシャ アキヤマ カントク ジジョウ チョウシュ フセイトウロク シ イハンコウイ ハチオウジ シブ カクニン

				②役員会で処分決定し、処分決定通知書を発行した。 ヤクインカイ ショブン ケッテイ ショブン ケッテイ ツウチ ショ ハッコウ

				処分内容 ショブン ナイヨウ		該当チ-ム名 ガイトウ ナ		事象内容 ジショウ ナイヨウ		処分内容 ショブン ナイヨウ

				R4.6.夏季大会 カキタイカイ		ロ－トルズ		侮辱発言 ブジョクハツゲン		岩澤、山鹿代表　厳重注意処分 イワサワ ヤマガ ダイヒョウ ゲンジュウチュウイショブン				過去のペナルティ履歴一覧

				一部入れ替え戦 イチブ イ カ セン		北の台ノースエンジェルス キタ ダイ		暴言、暴行行為 ボウゲン ボウコウコウイ		青木、小林監督　R4.市民体育祭出場停止 アオキ コバヤシ カントク シミン タイイクサイ シュツジョウテイシ				日付 ヒヅケ		チ-ム名 ナ		不正内容 フセイナイヨウ		処分内容 ショブン ナイヨウ

						（処分内容は同一とした) ショブン ナイヨウ ドウイツ		（大渕、上田) オオブチ ウエダ		当事者　Ｒ４市民体育祭、Ｒ５春季大会出場停止 トウジシャ シミン タイイクサイ シュンキ タイカイ シュツジョウ テイシ				Ｈ２７市民大会 シミンタイカイ		ライズ		二重登録 ニジュウトウロク		監督H28春季大会出場停止 カントク シュンキタイカイ シュツジョウテイシ

				Ｒ4.都一般男子 ト イッパンダンシ		布田ドリ－ムズ フダ		二重登録 ニジュウトウロク		庄司代表厳重注意、市民体育祭出場停止 ショウジ ダイヒョウ ゲンジュウチュウイ シミン タイイクサイ シュツジョウテイシ				H28市民大会 シミンタイカイ		ヴァンカ－ド八中 ハチチュウ		多重登録 タジュウ トウロク		監督Ｈ29春季出場停止 カントク ハル キ シュツジョウテイシ

				6/5多西クラブ戦 タ ニシ セン						秋山監督夏季大会２試合、市民体育祭出場停止 アキヤマ カントク カキタイカイ シアイ シミン タイイクサイ シュツジョウテイシ										連絡責任者Ｈ29春季出場停止 レンラクセキニンシャ シュンキ シュツジョウテイシ

				連　盟 レン メイ				運営責任者		鈴木理事長戒告処分、伊藤大会委員長厳重注意 スズキ リジチョウ カイコク ショブン イトウ タイカイイインチョウ ゲンジュウチュウイ										当事者Ｈ29春・夏出場停止 トウジシャ ハル ナツ シュツジョウテイシ

				■再発防止策 サイハツ ボウシ サク										H28市民大会 シミンタイカイ		緑が丘アッパ－ズ ミドリ オカ		多重登録 タジュウ トウロク		チ－ム３部準決没収試合 ブ ジュンケツ ボッシュウ ジアイ

				1)7/10審判部反省会:トラブル経過や審判の対処の方法、再発防止について議論した（部長報告) シンパン ブ ハンセイカイ ケイカ シンパン タイショ ホウホウ サイハツボウシ ギロン ブチョウ ホウコク																監督&代行Ｈ２９春出場停止 カントク ダイコウ ハル シュツジョウテイシ

				2）8/20代表者会議にてスポ-ツマンシップのあり方、オフィシャルル-ル内容を再徹底する ダイヒョウシャ カイギ カタ ナイヨウ サイ テッテイ																連絡責任者Ｈ29春季出場停止 レンラクセキニンシャ シュンキ シュツジョウテイシ

				3)両チ-ムの再発防止対策の実践結果を確認。（代表者に報告してもらう) リョウ サイハツボウシ タイサク ジッセン ケッカ カクニン ダイヒョウシャ ホウコク										Ｈ３.4春季ｓリーグ シュンキ		フェニックス、上の原 ウエ ハラ		背番号登録ミス セバンゴウ トウロク		没収試合、再試合 ボッシュウ シアイ サイシアイ

				4)連盟規約に賞罰規定を制定する。（コンプライアンスの徹底) レンメイキヤク ショウバツ キテイ セイテイ テッテイ

														処分内容 ショブン ナイヨウ		該当チ-ム名 ガイトウ ナ		事象内容 ジショウ ナイヨウ		処分内容 ショブン ナイヨウ

				■市民体育祭　検討事項 シミンタイイクサイ ケントウジコウ										R4.6.夏季大会 カキタイカイ		ロ－トルズ		侮辱発言 ブジョクハツゲン		代表　厳重注意処分 ダイヒョウ ゲンジュウチュウイショブン

				１、中学生女子チーム、女子大会への参加検討。（日程、参加チ-ムの調整要)→指導者の地域移行制？ チュウガク セイ ジョシ ジョシ タイカイ サンカ ケントウ ニッテイ サンカ チョウセイ ヨウ シドウシャ チイキ イコウ セイ										一部入れ替え戦 イチブ イ カ セン		北の台ノースエンジェルス キタ ダイ		暴言、暴行行為 ボウゲン ボウコウコウイ		監督　R4.市民体育祭出場停止 カントク シミン タイイクサイ シュツジョウテイシ

				２、ボール供給は従来通り、但し当日９名登録の場合はチーム関係者の補助は申告すれば許可する。 キョウキュウ ジュウライドオ タダ トウジツ ナ トウロク バアイ カンケイシャ ホジョ シンコク キョカ												（処分内容は同一とした) ショブン ナイヨウ ドウイツ				当事者　Ｒ４市民体育祭、Ｒ５春季大会出場停止 トウジシャ シミン タイイクサイ シュンキ タイカイ シュツジョウ テイシ

				３、一般男子の部はレベル差が大きく、Ｓリーグチームのシード制も考慮したい イッパン ダンシ ブ サ オオ セイ コウリョ										Ｒ4.都一般男子 ト イッパンダンシ		布田ドリ－ムズ フダ		二重登録 ニジュウトウロク		代表厳重注意、市民体育祭出場停止 ダイヒョウ ゲンジュウチュウイ シミン タイイクサイ シュツジョウテイシ

				４、「代表者会議」受付時にメンバ-登録書提出、参加費の徴収実施。組み合わせ抽選会実施予定。 ダイヒョウシャ カイギ ウケツケジ トウロク ショ テイシュツ サンカヒ チョウシュウ ジッシ ク ア チュウセンカイ ジッシヨテイ										6/5多西クラブ戦 タ ニシ セン						当事者夏季大会２試合、市民体育祭出場停止 トウジシャ カキタイカイ シアイ シミン タイイクサイ シュツジョウテイシ

				5、スピ-ドアップへの取り組み（守備交代１分へのチャレンジ、選手交代の時間短縮) ト ク シュビ コウタイ プン センシュコウタイ ジカン タンシュク										連　盟 レン メイ				運営責任者		鈴木理事長戒告処分、伊藤大会委員長厳重注意 スズキ リジチョウ カイコク ショブン イトウ タイカイイインチョウ ゲンジュウチュウイ

				■連絡事項 レンラク ジコウ

				・公式指導員・公式３種記録員資格の義務化は検討されています。都ソ協登録チームは取得への取り組みが必要 コウシキ シドウイン コウシキ シュ キロク イン シカク ギム カ ケントウ ト キョウ トウロク シュトク ト ク ヒツヨウ

				●事務局 ジムキョク

				●体協 タイキョウ

				●審判部 シンパンブ

				出席 シュッセキ

				山本会長、伊藤副会長、鈴木理事長、小笠原事務局長、小山会計、酒井審判副部長、伊藤悦副理事長 ヤマモト カイチョウ イトウ フクカイチョウ スズキ リジチョウ オガサワラ ジムキョクチョウ コヤマ カイケイ サカイ シンパン フクブチョウ イトウ エツ フクリジチョウ

				吉村、水上、清水、毛利、阿部、村上、原田、岩澤、小谷　　（欠席)吉田忠審判部長、阿部　　各理事











後期行事予定

9/3、4、10 都民生涯スポ-ツ 江東区新砂運動公園 ダンディ－スゼロ出場

9/11～10/23 第62回調布市民体育祭  基地跡地運動広場・西町 8/20代表者会議、抽選会 市民体育祭

9/23祝 交流試合予定日 西町野球場 希望チーム 優勝 準優勝

10/15・22・329予 シニア健康スポーツフェスティバル   武蔵村山野球場 一般

10/16・23・30予 東京都レディース秋季大会 三鷹総合G・西町野球場 ブルドル、他1チーム 壮年

11/13・19 東京都家庭婦人大会兼関東予選会 稲城市　多摩川緑地 実年

11/3&13 ジュニア育成クリニック、交 関東村Ａ４ 2週連続開催予定 シニア

11/13・19・20 壮年スローピッチ大会 稲城市　多摩川緑地 女子

11/19・20・23 東京都一般男子秋季大会  八王子市　滝ヶ原G エンジェルス、他1チーム
 11/13・20、27 北ブロック女子大会 府中市　是政Ｇ
11月13日 シニア合同練習、交流試合 関東村Ａ４
11/27、12/4、11  北ブロック小学生大会 国立市

11月20日 北Ｂ近隣支部交流試合 Ａ４、西町少年野球場

2022/11/27予定 第３種公式記録員認定講習会  都ソ協指導者委員会調整


h30.3理事会

						理事各位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                     ２０１８年3月10日

						　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             調布市ソフトボ-ル連盟

						　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             　理事長　　　鈴木　健

						  　平成３０年度２月理事会資料（第２回）

				◆		行事結果報告 ケッカ ホウコク

						行事		日時		場所		備考

				1		理事・審判部会 リジ		1/6（土) ド		あくるす研修室		新人事体制の説明 タイセイ セツメイ

				2		北ブロック新年会		1/12		西国分寺		５名参加する サンカ

				3		審判部幹事会		1/13（土) ド		国領		審判幹事への説明 シンパン カンジ セツメイ

				4		第１回理事会		1/20		たづくり６Ｆ		新人事体制と規約改訂 キヤク カイテイ

				5		調布市民駅伝大会 シミン タイカイ		1/28		味スタ周辺道路		村上、水上理事参加 サンカ

				6		女性審判員研修会		2/4		小金井		1名参加（ブルドル恒成) ナ ツネナリ

				7		審判部会		2/10（土）		あくろすホール1		18時～20時

				8		北ブロック支部長会 シブチョウ カイ		3/3（土) ド		小金井		小倉審判部長 オグラシンパンブチョウ

				◆今後の予定 コンゴ ヨテイ

						行事		日時		場所		備考

				1		支部審判伝達講習会 シンパン		3/11（日）		関東村Ａ４		審判員参加

				2		総会・春季監督会議		3/17（土）		たづくり映像ｼｱﾀ-		19時～

				3		女子合同練習会		3/18（日）		関東村Ａ４		女子チ－ム

				4		市内中学生女子交流会 シナイ チュウガクセイ ジョシ コウリュウカイ		3/21（祝） シュク		神代中 ジンダイチュウ		4チ-ム参加予定 サンカ ヨテイ

				5		春季大会		3/25～4/29		Ａ４、Ａ６、Ｅ１		3/25開会式

				6		都民大会 トミン タイカイ		5/5,6、12、		光が丘、武蔵村山 ヒカリ オカ ムサシ ムラヤマ		5/13予備日、登録締め切り3/26 ヨビビ トウロク シ キ

				7		東京都壮年大会 トウキョウト ソウネン タイカイ		5/13・20		西町2面、三鷹大沢 ニシ マチ メン ミタカ オオサワ		地元開催2チ-ム出場5/27予備日 ジモト カイサイ シュツジョウ ヨビビ



				◆　連絡事項 レンラク ジコウ		報告、連絡事項 ホウコク レンラク ジコウ

				①		審判部会（従来の総会)2/10日実施した。行事計画、役員・理事改選、規約改訂等の報告と質疑 シンパン ブカイ ジュウライ ソウカイ ヒ ジッシ ギョウジ ケイカク ヤクイン リジ カイセン キヤク カイテイ トウ ホウコク シツギ

				②		今年度のグランド使用申請については10/28＆11/4（赤い羽根野球)以外体協より承認済み。 コンネンド シヨウ シンセイ アカ ハネ ヤキュウ イガイ タイキョウ ショウニン ズ

				③		3/11伝達講習会を9時～予定。終了後幹事は反省会とＡ４＆Ａ６倉庫の清掃、不要物廃棄処分を予定。 デンタツ コウシュウカイ ジ ヨテイ シュウリョウゴ カンジ ハンセイ カイ ソウコ セイソウ フヨウ ブツ ハイキ ショブン ヨテイ

				④		審判員77名更新手続き完了（辞退4名、新人4名）。都ソ協へ審判員名簿提出した。 シンパンイン ナ コウシン テツヅ カンリョウ ト キョウ シンパン イン メイボ テイシュツ

				⑤		グルスケへの出欠表は週の木曜日中に入力する事で再徹底。(理事の当日配置・弁当発注精度ｕｐ) シュッケツ ヒョウ シュウ モクヨウビ ニュウリョク コト サイテッテイ リジ トウジツ ハイチ ベントウ ハッチュウ セイド

				⑥		審判部の新内部体制、審判部長方針、役割分担について（伊藤悦副部長） シンパン ブ シン ナイブ タイセイ シンパン ブチョウ ホウシン ヤクワリ ブンタン イトウ エツ フクブチョウ

						3/11の伝達講習会の開校について（市原副部長)、今年のル-ル改正点の説明（酒井技術部長）。 カイコウ イチハラ フクブチョウ セツメイ サカイ ギジュツ

				⑦		春季大会、試合・チ-ムの評価票実施について（試合時間、選手交代スピ-ドＵＰの再デ－タ収集) シュンキ タイカイ シアイ ヒョウカ ヒョウ ジッシ シアイ ジカン センシュ コウタイ サイ シュウシュウ



				◆		討議事項 トウギ ジコウ

				①		役員・理事の役割分担表（別紙資料)。 ヤクイン リジ ヤクワリ ブンタン ヒョウ ベッシ シリョウ

				②		大会分担責任制への取り組み計画→春季大会は庄司理事が大会ディレクタ－。 タイカイ ブンタン セキニンセイ ト ク ケイカク

						春季大会以降に具体的な検討を進め、理事、審判員のコンセンサスを得て実施できるようする。 シュンキ タイカイ イコウ グタイテキ ケントウ スス リジ シンパンイン エ ジッシ

				③		壮年大会の地域枠チームと市町村大会出場チ-ムの連盟推薦について。（単独かコラボでの混成か代表チ-ム？) ソウネン タイカイ チイキ ワク シチョウソン タイカイ シュツジョウ レンメイ スイセン タンドク コンセイ ダイヒョウ



				◆		総会・監督会議の準備と進め方 ソウカイ カントク カイギ ジュンビ スス カタ

				①		3/17総会・監督会議はプロジェクタ－を使用した映写会議とします。3/5映像シアタ－打ち合わせ済み ソウカイ カントク カイギ シヨウ エイシャ カイギ エイゾウ ウ ア ズ

						資料作成中（Powerｐｏｉｎｔ） シリョウ サクセイチュウ		組み合わせト－ナメント表も抽選と同時にＰＣで入力（事務局) ク ア ヒョウ チュウセン ドウジ ニュウリョク ジムキョク

						司会:阿部理事、受付:吉村副理事長、小山会計、望月理事、他数名。会場レイアウトは別紙通り。 シカイ アベ リジ ウケツケ ヨシムラ フクリジチョウ コヤマ カイケイ モチヅキ リジ タ スウメイ カイジョウ ベッシ ドオ

						映写係:　総会は市原理事、原田新理事は抽選会を担当していただく。 エイシャ ガカリ ソウカイ イチハラ リジ ハラダ シン リジ チュウセンカイ タントウ

				②		配布物は大会要項と年間行事計画、決算書、収支計画書とする。（資料はＨＰにアップしてもらう) ハイフ ブツ タイカイ ヨウコウ ネンカン ギョウジ ケイカク ケッサンショ シュウシ ケイカク ショ シリョウ

				③		総会。監督会議の式次第と当日会場レイアウトについて。 ソウカイ カントク カイギ シキシダイ トウジツ カイジョウ



				◆		春季大会について シュンキ タイカイ

				①		春季・夏季大会要項の確認 シュンキ カキ タイカイ ヨウコウ カクニン

				②		開会式の司会（清水理事)、来賓の接待（庄司理事）、会場準備(机、招集、マイク)理事 カイカイシキ シカイ シミズ リジ ライヒン セッタイ ショウジ リジ カイジョウ ジュンビ ツクエ ショウシュウ リジ

						始球式（長友市長）試打は（尾崎議員）、審判部長立ち合い。写真記録（毛利） シキュウシキ ナガトモ シチョウ シダ オザキ ギイン シンパン ブチョウ タ ア シャシン キロク モウリ

				③		大会当日の朝礼は理事長、理事配置は吉村副理事長。終礼は小倉審判部長が実施。 タイカイ トウジツ チョウレイ リジ チョウ リジ ハイチ ヨシムラ フクリジチョウ シュウレイ オグラ シンパン ブチョウ ジッシ

				④		ＢＳＯや試合時間設定ボ-ド、選手交代小ボ-ドは好評につき継続実施。審判3審制も定着していく。 シアイ ジカン セッテイ センシュ コウタイ ショウ コウヒョウ ケイゾク ジッシ シンパン シン セイ テイチャク



				◆　連絡事項・その他 レンラク ジコウ タ

				・		審判部より シンパン ブ

				・		体協幹事より タイキョウ カンジ

				・		事務局より ジムキョク





























































































































H30,5理事会

		理事各位 リジカクイ														 2018/5/12

																   調布市ソフトボール連盟 チョウフシ レンメイ

																理事長　鈴木　健 リジチョウ スズキ ケン

						             H３０年度5月理事会資料 ネンド ツキ リジカイ シリョウ



		■		報告事項 ホウコク ジコウ

				出来事・予定 デキゴト ヨテイ

						行事 ギョウジ						日時 ニチジ		場所 バショ		備考 ビコウ

		結果 ケッカ		1		都民大会（男子調布エンジェルス） トミン タイカイ ダンシ チョウフ						5/5～		練馬光が丘 ネリマ ヒカリ オカ		小平市、新宿区に勝利ベスト8進出 コダイラ シ シンジュク ク ショウリ シンシュツ

				2		都民大会（女子オール調布） トミン タイカイ ジョシ チョウフ						5/5,6		武蔵村山 ムサシムラヤマ		２勝するが福生市に敗退ベスト８ ショウ フッサ シ ハイタイ

				1		都壮年大会（ＦＰ＆ＳＰ男子） ト ソウネン タイカイ ダンシ						5/13		西町・大沢G ニシ マチ オオサワ		5/13&20調布・三鷹連盟共同主管 チョウフ ミタカ レンメイ キョウドウ シュカン

				2		エルダ－都大会 ト タイカイ						5/27		昭島くじら公園 アキシマ コウエン		親善大会ビュ－ティスタ－ズ出場 シンゼン タイカイ シュツジョウ

				3		一般社会人春季（男子） イッパンシャカイジン シュンキ ダンシ						6/3		あきる野市 ノシ		6/10、(17)調布ギャラクシ－ チョウフ

		予定 ヨテイ		4		一般社会人春季（女子） イッパンシャカイジン シュンキ ジョシ						6/10		戸田橋緑地 トダバシ リョクチ		6/16、（17)ブルードルフィンズ









				1		3/11審判伝達講習会実施　４３名参加（Ａ４グランド） シンパン デンタツ コウシュウカイ ジッシ ナ サンカ

				2		3/１７総会・監督会議（映像利用）実施。運営上での問題点、今後の課題について・・・。 ソウカイ カントク カイギ エイゾウ リヨウ ジッシ ウンエイ ジョウ モンダイテン コンゴ カダイ

				3		3/25春季大会開会式～4/29西町少年野球場で最終日（閉会式＆表彰式) シュンキ タイカイ カイカイシキ ニシ マチ ショウネン ヤキュウジョウ サイシュウビ ヘイカイシキ ヒョウショウシキ

				4		5/6都民大会開会式参加（伊藤副会長、伊藤悦理事)　武蔵野の森スポ-ツプラザ トミン タイカイ カイカイシキ サンカ イトウ フクカイチョウ イトウ エツ リジ ムサシ ノ モリ



		■		春季大会の考察 シュンキタイカイ コウサツ

				1		大会４日目3/15雨天中止。3/22の予備日にスライド開催。 タイカイ ヒ メ ウテン チュウシ ヨビ ヒ カイサイ

				2		審判員の出席目標２０人/日に対し、大会通じて目標クリアする出席を得られた。 シンパン イン シュッセキ モクヒョウ ヒト ヒ タイ タイカイ ツウ モクヒョウ シュッセキ エ

				3		ストライクゾ-ンの改正で四球の減少か?但し判定の個人差は感じられた。 カイセイ ４キュウ ゲンショウ タダ ハンテイ コジン サ カン

				4		試合のスピ-ドｕｐ→イニング数が増えている？。試合時間管理がスム-ズで平均５９分。 シアイ スウ フ シアイ ジカン カンリ ヘイキン フン

				5		攻守交代のサンプリングデ－タではグランド環境により時間差の有ることが解かった。 コウシュ コウタイ カンキョウ ジカン サ ア ワ

				6		理事・審判出席人数の事前報告により弁当注文数の精度upが出来てきた。 リジ シンパン シュッセキ ニンズウ ジゼン ホウコク ベントウ チュウモンスウ セイド デキ



		■		夏季大会の予定 カキ タイカイ ヨテイ

				・		５月２６日　監督会議＆組み合わせ抽選会　１９時～たづくり映像シアタ－。 ガツ ヒ カントク カイギ ク ア チュウセンカイ ジ エイゾウ

				・		6/10～7/22、7/29(予）夏季大会（Ａ４＆Ａ６＆E1）、但し7/22は西町Ａ・Ｂ面決勝・表彰式。 ヨ カキ タイカイ タダ ニシ マチ メン ケッショウ ヒョウショウシキ

				・		不正用具（ヘルメット)の問題が再発。 フセイ ヨウグ モンダイ サイハツ



		■		検討事項 ケントウ ジコウ

				1		都ｿ協壮年大会の開催要項について（小倉委員長から) ト キョウ ソウネン タイカイ カイサイ ヨウコウ オグラ イインチョウ

				2		審判員の増員対策は継続可能か？（審判部） シンパン イン ゾウイン タイサク ケイゾク カノウ シンパン ブ

				3		市民体育祭「シニア部」の復活施策（参加資格の検討含む） シミン タイイクサイ ブ フッカツ シサク サンカ シカク ケントウ フク



		■		ル－ル勉強会（第１回） ベンキョウカイ ダイ カイ

						春季大会での実例　「ＯＨＯ」について シュンキ タイカイ ジツレイ



		■		その他　 タ

						審判部より シンパンブ

						事務局より ジムキョク

						体協より タイキョウ		体協実行委員の推薦と決定　①市民体育祭実行委員、②スポ-ツまつり実行委員 タイキョウ ジッコウ イイン スイセン ケッテイ シミンタイイクサイ ジッコウ イイン ジッコウイイン



				理事 リジ		山本、鈴木、伊藤、小笠原、小倉、小山、酒井、伊藤悦、水上、正司、吉村、清水、毛利、 ヤマモト スズキ イトウ オガサワラ オグラ コヤマ サカイ イトウ エツ ミズカミ ショウジ ヨシムラ シミズ モウリ

						阿部、望月、村上、熊捕、市原、原田、松村 アベ モチヅキ ムラカミ クマトリ イチハラ ハラダ マツムラ







h30.8理事会

		理事各位 リジカクイ														 2018/8/4

																   調布市ソフトボール連盟 チョウフシ レンメイ

																理事長　鈴木　健 リジチョウ スズキ ケン

						             H３０年度8月理事会資料 ネンド ツキ リジカイ シリョウ



		■		報告事項 ホウコク ジコウ

																								市民大会施設使用一覧 シミン タイカイ シセツ シヨウ イチラン

						行事 ギョウジ						日時 ニチジ		場所 バショ		備考 ビコウ										Ａ４		Ａ６		Ｅ１		西町Ａ ニシ マチ		西町Ｂ ニシ マチ

		結果 ケッカ		1		都壮年大会ＦＰ ト ソウネン タイカイ						5/13		西町・大沢G ニシ マチ オオサワ		調布零式ベスト8、調布ライズ２回戦f敗退 チョウフ ゼロシキ チョウフ カイ セン ハイタイ								43345		〇		〇		〇		*		*

				2		エルダ－親善都大会 シンゼン ト タイカイ						5/27		昭島くじら公園 アキシマ コウエン		ビュ－ティスタ－ズ準優勝 ジュン ユウショウ								43352		〇		〇		◎		*		*

				3		一般社会人春季（男子） イッパンシャカイジン シュンキ ダンシ						6/3		あきる野市 ノシ		調布ギャラクシ－１回戦敗退 チョウフ カイ セン ハイタイ								43359		〇		〇		〇		*		*

				4		一般社会人春季（女子） イッパンシャカイジン シュンキ ジョシ						6/10		戸田橋緑地 トダバシ リョクチ		ﾌﾞﾙ-ﾄﾞﾙﾌｨﾝｽﾞ準優勝関東大会出場 ジュンユウショウ カントウ タイカイ シュツジョウ								43360		*		*		*		〇9-17		*		ｼﾆｱ大会 タイカイ

				5		実年ファーストピッチ ジツネン						6/24		瑞穂町 ミズホマチ		Team　G2（ロートルズ）2回戦敗退 カイセン ハイタイ								43366		〇		〇		〇		*		*

				6		市町村総合体育大会(男子） シチョウソン ソウゴウ タイイク タイカイ ダンシ						7/16		あきる野市他 ノシ ホカ		調布ギャラクシ－1回戦敗退 チョウフ カイ セン ハイタイ								43367		*		*		*		*		*

				7		市町村総合体育大会(女子） シチョウソン ソウゴウ タイイク タイカイ ジョシ						7/16		あきる野市他 ノシ ホカ		7/22,29オール調布3位入賞 チョウフ イ ニュウショウ								43373		〇		〇		◎		*		*

		予定 ヨテイ		1		青少年健全育成大会 セイショウネン ケンゼン イクセイ タイカイ						8/19		関東村ｸﾞﾗﾝﾄﾞ カントウ ムラ		審判・グランド作成等お手伝い シンパン サクセイ トウ テツダ								43380		〇		〇		〇		*		*

				2		都民生涯スポ-ツ大会 トミン ショウガイ タイカイ						9/1、2		江東区新砂 コウトウク シンスナ		オ-ル調布出場 チョウフ シュツジョウ								43381		*		*		*		〇9-17		*		女子技術講習会 ジョシ ギジュツ コウシュウカイ

				3		一般社会人秋季女子大会 イッパン シャカイ ジン シュウキ ジョシ タイカイ						10/21		武蔵村山市総合 ムサシ ムラヤマ シ ソウゴウ		ブル－ドルフィンズ出場予定 シュツジョウ ヨテイ								43387		*		*		*		〇		〇		市民大会決勝 シミン タイカイ ケッショウ

				4		一般社会人秋季男子大会 イッパン シャカイ ジン シュウキ ダンシ タイカイ						11/23		昭島くじら、滝ケ原 アキシマ タキガハラ		調布エンジェルス出場予定 チョウフ シュツジョウ ヨテイ								43394		〇		〇		〇		*		*		予備日 ヨビビ

		■		秋季大会（市民体育祭）予定 シュウキ タイカイ シミン タイイクサイ ヨテイ

				1		8/18（土）19時～　監督会議及び抽選会。来賓（長友市長、尾崎都議、伊藤代議士)を招待予定 ド ジ カントク カイギ オヨ チュウセンカイ ライヒン ナガトモ シチョウ オザキ トギ イトウ ダイギシ ショウタイ ヨテイ

				2		大会開催期間　9月2日～10月14日（予備日10月21日）　１０月１４日西町Ｇで決勝・表彰式 タイカイ カイサイ キカン ガツ ヒ ガツ ヒ ヨビビ ガツ ヒ ガツ ヒ ニシ マチ ケッショウ ヒョウショウシキ

				3		９月２日市民体育祭開会式（グリ-ンホ-ル）昨年度各種目優勝チ-ムは各５名の参加 ガツ ヒ シミン タイイクサイ カイカイシキ サクネン ド カク シュモク ユウショウ カク ナ サンカ

				4		抽選会の進行は事務局と調整要。受付、会計、司会は理事、閉会の挨拶は吉村副理事長。 チュウセン カイ シンコウ ジムキョク チョウセイ ヨウ ウケツケ カイケイ シカイ リジ ヘイカイ アイサツ ヨシムラ フクリジチョウ

		■		夏季大会の考察 カキ タイカイ コウサツ

				1		今後も猛暑日が予測される「危険リスク」回避の検討要、ＫＹル-ル化は必要である。 コンゴ モウショビ ヨソク キケン カイヒ ケントウ ヨウ カ ヒツヨウ

				2		予備日の設定は中1日、最終日以降の1日を基本として考えている。（西町Ｇで決勝、表彰式） ヨビビ セッテイ ナカ ヒ サイシュウビ イコウ ヒ キホン カンガ ニシ マチ ケッショウ ヒョウショウシキ

				3		本部席での役員・理事同士の会話を徹底自粛する。本部席移設を検討(弁当配布、会食場所) ホンブ セキ ヤクイン リジ ドウシ カイワ テッテイ ジシュク ホンブ セキ イセツ ケントウ ベントウ ハイフ カイショク バショ

						Ｇテントには責任理事と副審が着席し運営する。 セキニン リジ フクシン チャクセキ ウンエイ

				4		春・夏大会理事の出席率が低調。チーム試合への参加前後と、終礼への参加率が悪い。 ハル ナツ タイカイ リジ シュッセキ リツ テイチョウ シアイ サンカ ゼン ゴ シュウレイ サンカリツ ワル

				5		ゲ－ムセット、トラブル後の主審宣告が曖昧でチームや選手から不信感を招きかねない。 ゴ シュシン センコク アイマイ センシュ フシンカン マネ

				6		改善要求通達チームの反応は無い。改善事項に対応できない場合は秋季大会の参加認めない カイゼン ヨウキュウ ツウタツ ハンノウ ナ カイゼン ジコウ タイオウ バアイ シュウキ タイカイ サンカ ミト

						（不正用具の改善→チームB・ｈに軟式ヘルメットをＪＳＡ公認用に変更することを要求) フセイ ヨウグ カイゼン ナンシキ コウニン ヨウ ヘンコウ ヨウキュウ

		■		検討事項 ケントウ ジコウ

				1		秋季大会の競技クラス参加資格の確認と検討（Ｗ登録の禁止） シュウキ タイカイ キョウギ サンカ シカク カクニン ケントウ トウロク キンシ

				2		女子の所属（混成、単独）の多重登録扱いの現状と混成チ-ム廃止について ジョシ ショゾク コンセイ タンドク タジュウ トウロク アツカ ゲンジョウ コンセイ ハイシ

				3		Ｓリ-グの試合棄権チ-ムのマイナス得点の見直しについて。 シアイ キケン トクテン ミナオ

						（実業団リーグの実例を参考に棄権連絡が前日、当日の場合-2点、無断の場合-10点、他0点) ジツギョウダン ジツレイ サンコウ キケン レンラク ゼンジツ トウジツ バアイ テン ムダン バアイ テン タ テン



		■		確認・連絡事項 カクニン レンラク ジコウ

				1		Ｅ１外野のポ-ル設置についてはポ-ル材質、単価を事前調査する（小笠原事務局長） ガイヤ セッチ ザイシツ タンカ ジゼン チョウサ オガサワラ ジムキョク チョウ

				2		秋季大会シニア参加チ-ムの確認、レンメイズ（理事・審判の混成）の参加検討。 シュウキ タイカイ サンカ カクニン リジ シンパン コンセイ サンカ ケントウ

				3		ネット裏でのビデオ撮影は基本禁止とする（レンズの乱反射、情報漏れ、など）→紳士協定 ウラ サツエイ キホン キンシ ランハンシャ ジョウホウ モ シンシ キョウテイ

				4		都ソ協７０周年記念行事（パ－テ－１２月１５日予定、支部2～3名出席要請有り） ト キョウ シュウ ネン キネン ギョウジ ガツ ヒ ヨテイ シブ ナ シュッセキ ヨウセイ ア

				5		Ｈ３１年度市町村大会、実施日は未定だが調布市、三鷹市で初日開催の要請有り。 ネン ド シチョウソン タイカイ ジッシ ビ ミテイ チョウフシ ミタカシ ショニチ カイサイ ヨウセイ ア

				6		来年ワ-ルドカップラクビ－開催に伴い関東村グランド周辺は使用不可の日がある。 ライネン カイサイ トモナ カントウ ムラ シュウヘン シヨウ フカ ヒ



		■		ル－ル勉強会（第2回） ベンキョウカイ ダイ カイ

						インフィ-ルドフライについて（別紙資料) ベッシ シリョウ

		■		その他　 タ

						審判部、事務局、体協より シンパンブ ジムキョク タイキョウ



				理事 リジ		山本、鈴木、伊藤、小笠原、小倉、小山、酒井、伊藤悦、水上、正司、吉村、清水、毛利、 ヤマモト スズキ イトウ オガサワラ オグラ コヤマ サカイ イトウ エツ ミズカミ ショウジ ヨシムラ シミズ モウリ

						阿部、望月、村上、熊捕、市原、原田、松村 アベ モチヅキ ムラカミ クマトリ イチハラ ハラダ マツムラ







30.11理事会

		理事各位 リジカクイ														 2018/11/17

																   調布市ソフトボール連盟 チョウフシ レンメイ

																理事長　    鈴木　健 リジチョウ スズキ ケン

						             平成３０年11月理事会資料（第4回) ヘイセイ ネン ツキ リジカイ シリョウ ダイ カイ





		■		報告事項（上部大会結果&今後の予定) ホウコク ジコウ ジョウブ タイカイ ケッカ コンゴ ヨテイ



						行事 ギョウジ						日時 ニチジ		場所 バショ		備考 ビコウ

		結果 ケッカ		1		都民生涯スポ-ツ大会 トミン ショウガイ タイカイ						9/1、2		江東区新砂 コウトウク シンスナ		オ-ル調布第3位 チョウフ ダイ イ

				2		関東レディ－ス大会 カントウ タイカイ						10/6,7		茨城古河市 イバラギ コガシ		ブル－ドルフィンズ出場(準優勝) シュツジョウ ジュンユウショウ

				3		一般社会人秋季女子大会 イッパン シャカイ ジン シュウキ ジョシ タイカイ						10/21		武蔵村山市総合 ムサシ ムラヤマ シ ソウゴウ		ブル－ドルフィンズ出場第3位 シュツジョウ ダイ イ

				4		市民大会審判反省会 シミン タイカイ シンパン ハンセイ カイ						11/10		あくろす会議室 カイギシツ		参加人数8人。 サンカ ニンズウ ヒト

				5		Ｐ連（小・中学生)大会 レン ショウ チュウガクセイ タイカイ						11/4&11		関東村 カントウ ムラ		決勝ト－ナメント ケッショウ

		予定 ヨテイ		6		北B女子、小学生大会 キタ ジョシ ショウガクセイ タイカイ						11/18、25		是政、国立 コレマサ クニタチ		フラワ－ス゛、ビュ－ティスタ－ズ出場 シュツジョウ

				7		一般社会人秋季男子大会 イッパン シャカイ ジン シュウキ ダンシ タイカイ						11/23		昭島くじら、滝ケ原 アキシマ タキガハラ		調布エンジェルス、上野原キッズ出場予定 チョウフ ウエノハラ シュツジョウ ヨテイ

				8		3種審判認定会（北ブロック） シュ シンパン ニンテイ カイ キタ						11/25		保谷高校 ホヤ コウコウ		3名参加予定 ナ サンカ ヨテイ

				9		都ソ協70周年記念パ－テ－ ト キョウ シュウネン キネン						12/15		ホテル麹町 コウジマチ		支部4名参加予定 シブ ナ サンカ ヨテイ

				今年度は女子チ-ムの活躍が目立ち男子はなかなか都大会では勝てていない。（土曜日開催で人数不足、他支部はオ－ル化強化 コンネンド ジョシ カツヤク メダ ダンシ ト タイカイ カ ト ヨウビ カイサイ ニンズウ ブソク タ シブ カ キョウカ

		■		秋季大会の考察 シュウキ タイカイ コウサツ

				1		9/2、30日2週雨で大会順延となる。(9/29猛烈台風で前日に中止決定。関東村G施設の被害大) ヒ シュウ アメ タイカイ ジュンエン モウレツ タイフウ ゼンジツ チュウシ ケッテイ カントウ ムラ シセツ ヒガイ オオ

				2		1回戦2桁失点試合が多かった（一般13/20試合、壮年+実年+シニア5/9試合。全体の62％占める) カイセン ケタ シッテン ジアイ オオ イッパン シアイ ソウネン ジツネン シアイ ゼンタイ シ

				3		10/14西町少年野球場2面で決勝戦&表彰式を実施した。（前日大雨で30分遅らせ開始)西町の水はけ良い ニシ マチ ショウネン ヤキュウジョウ メン ケッショウセン ヒョウショウシキ ジッシ ゼンジツ オオアメ フン オク カイシ ニシ マチ ミズ ヨ

				4		9/29女子大会で守備機会に於き怪我（右手首骨折)発生。救急車搬送する。全治1ケ月自己責任保険対応 ジョシ タイカイ シュビ キカイ オ ケガ ミギ テクビ コッセツ ハッセイ キュウキュウシャ ハンソウ ゼンチ ツキ ジコ セキニン ホケン タイオウ



		■		年間の総括 ネンカン ソウカツ

				1		年間通して概ね順調に運営ができた（雨による中止で日程調整は難儀だった)グランドの土入れは実施予定 ネンカン ツウ オオム ジュンチョウ ウンエイ アメ チュウシ ニッテイ チョウセイ ナンギ ツチ イ ジッシ ヨテイ

				2		猛暑日が続き夏季大会では審判委員の軽度熱中症者が出た。20分以上の試合続行で給水タイム設定した モウショビ ツヅ カキ タイカイ シンパン イイン ケイド ネッチュウ ショウ シャ デ フン イジョウ シアイ ゾッコウ キュウスイ セッテイ

						選手よりも審判の高齢化に伴い体力&走力低下が心配。柔軟なロ－カルル－ルは必要。選手数の確保要 センシュ シンパン コウレイカ トモナ タイリョク ソウリョク テイカ シンパイ ジュウナン ヒツヨウ センシュ スウ カクホ ヨウ

				3		今後も猛暑日が予測される「危険リスク」回避の検討要、ＫＹル-ル化は必要であると感じた。 コンゴ モウショビ ヨソク キケン カイヒ ケントウ ヨウ カ ヒツヨウ カン

						判断基準の設定。自己管理で片付けてはダメ。試合時間を速める、給水他。中止にする勇気も必要。 ハンダン キジュン セッテイ ジコ カンリ カタヅ シアイ ジカン ハヤ キュウスイ タ チュウシ ユウキ ヒツヨウ

				4		総会・監督会議プロジェクタ－を利用した資料、トーナメントの電子化が定着（ペ－パ－レス、時短等) ソウカイ カントク カイギ リヨウ シリョウ デンシカ テイチャク ジタン トウ

						監督の出席は義務。伝えたい情報を「見える化」。将来的にはメ－ルで申し込み可。 カントク シュッセキ ギム ツタ ジョウホウ ミ カ ショウライテキ モウ コ カ

				5		本部席を移転し役員・理事同士の会話を自粛した効果はあるが、審判待機場所としての環境改善要。 ホンブ セキ イテン ヤクイン リジ ドウシ カイワ ジシュク コウカ シンパン タイキ バショ カンキョウ カイゼン ヨウ

				6		理事の大会責任制の構築が出来なかったのは反省点。（来期の継続審議項目) リジ タイカイ セキニンセイ コウチク デキ ハンセイテン ライキ ケイゾク シンギ コウモク

						期待していた理事が参加できず。審判理事も含めて具体的策を検討したい。（１２月～２月末まで） キタイ リジ サンカ シンパン リジ フク グタイテキ サク ケントウ ガツ ガツ マツ

				7		理事の出席率が低調。チーム試合への参加前後と、終礼への参加率が悪い。終日参加できている人は４人? リジ シュッセキ リツ テイチョウ シアイ サンカ ゼン ゴ シュウレイ サンカリツ ワル シュウジツ サンカ ヒト ニン

				8		主審のジャツジ・宣告が曖昧でチームや選手から不信感を招きかねない場面があった。 シュシン センコク アイマイ センシュ フシンカン マネ バメン

						ロ－テ－ションの指導に偏り。ボ-ルデッドの内容が明確でない（説明不足）不正投球、離塁アウトでシラケ シドウ カタヨ ナイヨウ メイカク セツメイ ブソク フセイ トウキュウ リ ルイ

				9		改善や是正を要すチ-ムには書面で「改善要求書」を理事長が発行する事とした。 カイゼン ゼセイ ヨウ ショメン カイゼン ヨウキュウ ショ リジ チョウ ハッコウ コト

				10		審判部新人メンバ－の発掘策、育成プランがないまま終わっている。待機審判員へのJOBトレ企画必要 シンパン ブ シンジン ハックツ サク イクセイ オ タイキ シンパンイン キカク ヒツヨウ



		■		来期の検討/確認事項 ライキ ケントウ カクニン ジコウ

		検討項目 ケントウ コウモク		1		施設・競技内での全面禁煙は行政の段階で検討されている。→時期や方法は前向きに検討したい。 シセツ キョウギ ナイ ゼンメン キンエン ギョウセイ ダンカイ ケントウ ジキ ホウホウ マエム ケントウ

						時間の問題で施設内全て禁煙。(猶予期間を設けて実施の方向)監視よりも自主的に・・・。 ジカン モンダイ シセツ ナイ スベ キンエン ユウヨ キカン モウ ジッシ ホウコウ カンシ ジシュ テキ

				2		市民体育祭でのチ-ム力量差が著しく、一般の部では「Sリ－ク゛チ-ムのシ－ド化を」との意見あり・・・。 シミン タイイクサイ リキリョウ サ イチジル イッパン ブ カ イケン

						力量差が有りすぎる。大量失点試合を減少する策?（投手・守備力向上へのソフト教室、技術研修会 リキリョウ サ ア タイリョウ シッテン シアイ ゲンショウ サク トウシュ シュビ リキ コウジョウ キョウシツ ギジュツ ケンシュウ カイ

				3		理事・審判大会責任制への具体的実施内容の検討。 リジ シンパン タイカイ セキニンセイ グタイテキ ジッシ ナイヨウ ケントウ

				4		スポ－ツ傷害保険加入への義務化（証書のコピ－提出)。損害賠償に向けた裁判事件にも発展した事例有る ショウガイ ホケン カニュウ ギムカ ショウショ テイシュツ ソンガイ バイショウ ム サイバン ジケン ハッテン ジレイ ア

						アマバドミントンダブルスで前衛選手の左目にシャトル当たり損害補償１０００万以上の訴訟起こし裁判勝訴 ゼンエイ センシュ ヒダリメ ア ソンガイ ホショウ マン イジョウ ソショウ オ サイバン ショウソ

				5		登録費・参加費の改訂検討→経費増に伴う値上げ理由を明確にし、来期総会にて主旨説明したい。 トウロク ヒ サンカヒ カイテイ ケントウ ケイヒ ゾウ トモナ ネア リユウ メイカク ライキ ソウカイ シュシ セツメイ

						長い期間会費、登録料据え置き(会計の努力)消費税10%、都ソ協との交流が密になり支出増。 ナガ キカン カイヒ トウロク リョウ ス オ カイケイ ドリョク ショウヒゼイ ト キョウ コウリュウ ミツ シシュツ ゾウ

		確認事項 カクニン ジコウ		6		女子の所属（混成、単独）の多重登録扱いの現状と混成チ-ム廃止について。来期総会で公式提案。 ジョシ ショゾク コンセイ タンドク タジュウ トウロク アツカ ゲンジョウ コンセイ ハイシ ライキ ソウカイ コウシキ テイアン

				7		Ｓリ-グの試合棄権に関し減点方法の見直しについて。Ｓリーグ規約改訂を提案する。 シアイ キケン カン ゲンテン ホウホウ ミナオ キヤク カイテイ テイアン

				8		（実業団リーグの実例を参考に棄権連絡が前日、当日の場合-2点、無断の場合-10点、他0点) ジツギョウダン ジツレイ サンコウ キケン レンラク ゼンジツ トウジツ バアイ テン ムダン バアイ テン タ テン

				9		来期の行事計画と施設使用申請（案)の検討を役員会で実施。W杯ラグビ－、壮年大会、市町村大会考慮 ライキ ギョウジ ケイカク シセツ シヨウ シンセイ アン ケントウ ヤクインカイ ジッシ ハイ ソウネン タイカイ シチョウソン タイカイ コウリョ



		◆		第3回ル-ル勉強会（別紙) ダイ カイ ベンキョウカイ ベッシ

				1、「OPOとインフィルドフライの事例研究」 ジレイ ケンキュウ

				2、「安全進塁権が与えられる場合の事例」 アンゼン シンルイ ケン アタ バアイ ジレイ



		■		その他　 タ

						審判部、事務局、体協より シンパンブ ジムキョク タイキョウ



				理事 リジ		山本、鈴木、伊藤、小笠原、小倉、小山、酒井、伊藤悦、水上、正司、吉村、清水、毛利、 ヤマモト スズキ イトウ オガサワラ オグラ コヤマ サカイ イトウ エツ ミズカミ ショウジ ヨシムラ シミズ モウリ

						阿部、望月、村上、熊捕、市原、原田、松村 アベ モチヅキ ムラカミ クマトリ イチハラ ハラダ マツムラ







31.2月理事会

		理事各位 リジカクイ										 2019/2/24

												   調布市ソフトボール連盟 チョウフシ レンメイ

												理事長　    鈴木　健 リジチョウ スズキ ケン

						　　　　 平成３1年２月理事会資料（第1回) ヘイセイ ネン ツキ リジカイ シリョウ ダイ カイ

				■		行事結果報告 ケッカ ホウコク

						行事		日時		場所		備考

				1		北ブロック新年会		1/12		西国分寺		会長、小倉、酒井３名 カイチョウ オグラ サカイ ナ

				2		審判部幹事会		1/19（土) ド		国領梅田Ｍ ウメダ		審判幹事への説明 シンパン カンジ セツメイ

				3		調布市民駅伝大会 シミン タイカイ		1/27		味スタ周辺道路		村上、水上理事参加 サンカ

				4		北B審判員研修会 キタ		2/17（日） ヒ		関東村E1		80名参加。2チ－ムお手伝い ナ サンカ テツダ

				5		第１回理事会		2/24		あくろす会議室2 カイギシツ		前期反省と今季の活動 ゼンキ ハンセイ コンキ カツドウ

				■今後の予定 コンゴ ヨテイ

						行事		日時		場所		備考

				1		審判伝達講習会&部会 シンパン ブカイ		3/10（日）		大町スポ-ツ施設 オオマチ シセツ		審判員参加

				2		総会・春季監督会議		3/16（土）		たづくり映像ｼｱﾀ-		19時～

				3		春季大会		3/24～4/28		Ａ４、Ａ６、Ｅ１		3/24開会式、決勝表彰式は西町Ｇ ケッショウ ヒョウショウシキ ニシ マチ

				4		都民大会 トミン タイカイ		5/11、12、18		光が丘、武蔵村山 ヒカリ オカ ムサシ ムラヤマ		5/19予備日、登録締め切り3/25 ヨビビ トウロク シ キ

				5		東京都壮年大会 トウキョウト ソウネン タイカイ		5/12・19、		西町2面、三鷹大沢 ニシ マチ メン ミタカ オオサワ		2チ-ム出場5/28予備日 シュツジョウ ヨビビ

				6		調布市スポ-ツまつり チョウフシ		10/13→5/26		味スタ		Ｗ杯ラクビ－のため変更となる ハイ ヘンコウ

				■		平成30年の主な実施内容と問題点（別紙資料)

				■　		総会・監督会議の準備と進め方　（式次第と会場レイアウト別資料) ソウカイ カントク カイギ ジュンビ スス カタ シキシダイ カイジョウ ベツ シリョウ

				①		総会・監督会議は前年同様プロジェクタ－使用しての電子会議とします。 ソウカイ カントク カイギ ゼンネン ドウヨウ シヨウ デンシ カイギ

				②		来賓は長友市長、伊藤（達)衆議院議員、尾崎都議議長を予定（最前列来賓席へ) ライヒン ナガトモ シチョウ イトウ タツ シュウギイン ギイン オザキ トギ ギチョウ ヨテイ サイゼンレツ ライヒン セキ

				②		抽選会は伊藤審判副部長、市原副部長、酒井技術部長、他理事。PC原田理事。（ＨＰ事務局長) チュウセンカイ イトウ シンパン フクブチョウ イチハラ フク ブチョウ サカイ ギジュツ ブチョウ タ リジ ムラカミ ハラダ リジ ジムキョク チョウ

				③		ペ－パ－レスで配布物は最小限とする。年間行事、日程等の資料は連盟ＨＰに掲載しています。 ハイフ ブツ サイショウゲン ネンカン ギョウジ ニッテイ トウ シリョウ レンメイ ケイサイ



				■		総会での提案事項と徹底事項 ソウカイ テイアン ジコウ テッテイ ジコウ

				1、		年会費、参加費の値上げの件 ネンカイヒ サンカヒ ネア ケン

				2、		男女混成チームの廃止の件 ダンジョ コンセイ ハイシ ケン

				3、		スポーツ保険加入の義務化について　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ホケン カニュウ ギム カ

				4、		スポ－ツ施設の全面禁煙化の件 シセツ ゼンメンキンエン カ ケン

						＜徹底事項＞ テッテイ ジコウ

				1、		２重登録（他支部、連盟内）、不正登録（他人名出場）の完全撲滅（事例紹介) ジュウ トウロク ホカ シブ レンメイナイ フセイトウロク タニン メイ シュツジョウ カンゼン ボクメツ ジレイ ショウカイ

				2、		Sリーグの1部規約改正（試合棄権の場合の減点)→Ｓリ-グ規約ＨＰ掲載　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブ キヤクカイセイ シアイ キケン バアイ ゲンテン キヤク ケイサイ

				◆		体育協会からの連絡・依頼事項（清水体協幹事) シミズ タイキョウ カンジ

				　　　○東京都功労者表彰の推薦候補に挙がる。 スイセン コウホ ア

				　　　　この表彰は東京都スポーツ功労賞（2017年)を受賞した団体が対象で、近年も活動が顕著な事が ネン ジュショウ ダンタイ タイショウ キンネン カツドウ ケンチョ コト

				　　　　条件です。難しい審査とは聞いてます。体協に推薦資料提供済み→「期待しましょう」 ジョウケン ムズカ シンサ キ タイキョウ スイセン シリョウ テイキョウ ズ キタイ

				　　　○調布市民スポ－ツ祭り開催日変更（10月体育の日→5月26日)Ｗ杯ラクビ－開催の影響。 チョウフシ ミン マツ カイサイビ ヘンコウ ガツ タイイク ヒ ガツ ヒ ハイ カイサイ エイキョウ

				　　　　実行委員1名＆協力員２名推薦要。4/25、5/23（実行委員会) ジッコウ イイン ナ キョウリョクイン ナ スイセン ヨウ ジッコウ イインカイ

				　　　○アスリ－ト交流事業「パラリアンが考えるスポ－ツの力」３月７日１８時３０分たづくり12F コウリュウ ジギョウ カンガ チカラ ガツ ヒ ジ フン

				　　　　講師　大日方邦子。参加動員５名要請きている。　 コウシ オオヒガタ クニコ サンカ ドウイン ナ ヨウセイ

				　　　○協力員推薦　　・市民体育祭実行委員１名。市民駅伝競走協力員２名 キョウリョクイン スイセン シミン タイイクサイ ジッコウ イイン ナ シミン エキデン キョウソウ キョウリョクイン ナ

				■		監督会議での徹底事項 カントク カイギ テッテイ ジコウ

						〇大会競技要項の一部修正・変更 タイカイ キョウギ ヨウコウ イチブ シュウセイ ヘンコウ

						①　5項　用具は「ＪＳＡ検定マ－ク入り」を追記した。 コウ ヨウグ ケンテイ イ ツイキ

						②　8項　コ-ルドゲ-ムは　（全てのゲ-ムに適用)と変更した。 コウ スベ テキヨウ ヘンコウ

						③　試合開始時間は関東村Ａ４&Ａ６は８時、Ｅ１は１２時とする。西町は９時３０分。 シアイ カイシ ジカン カントウ ムラ ジ ジ ニシ マチ ジ フン

				＜春季大会開会式>

						開会式の司会（清水理事)、来賓の接待（庄司理事）、会場準備(机、招集、マイク)理事 カイカイシキ シカイ シミズ リジ ライヒン セッタイ ショウジ リジ カイジョウ ジュンビ ツクエ ショウシュウ リジ

						始球式（長友市長）試打は（尾崎議員）、審判部長立ち合い。写真記録（毛利） シキュウシキ ナガトモ シチョウ シダ オザキ ギイン シンパン ブチョウ タ ア シャシン キロク モウリ

				■		ル-ル勉強会は今回中止　「スポ-ツ指導の不適合行為について」の勉強会 ベンキョウカイ コンカイ チュウシ シドウ フテキゴウ コウイ ベンキョウカイ

						講習会内容をＰＤＦで簡単な説明。（２０時～２１時) コウシュウカイ ナイヨウ カンタン セツメイ ジ ジ

				■		その他　 タ

						審判部、事務局、体協より シンパンブ ジムキョク タイキョウ

						望月理事（体調不良で退任申請） モチヅキ リジ タイチョウ フリョウ タイニン シンセイ

						山本、鈴木、伊藤、小笠原、小倉、小山、酒井、伊藤悦、水上、正司、吉村、　　　 ヤマモト スズキ イトウ オガサワラ オグラ コヤマ サカイ イトウ エツ ミズカミ ショウジ ヨシムラ

						清水、毛利、阿部、望月、村上、熊捕、市原、原田 シミズ モウリ アベ モチヅキ ムラカミ クマトリ イチハラ ハラダ







30年都大会実績

		<30年度上部大会出場チ-ムと戦績表＞ ネンド ジョウブ タイカイ シュツジョウ センセキ ヒョウ

		大会名 タイカイ ナ						出場チーム シュツジョウ				戦績結果 センセキ ケッカ		場所 バショ

		都民大会男子 トミン タイカイ ダンシ						調布エンジェルス チョウフ				ベスト８		練馬光が丘 ネリマ ヒカリ オカ

		都民大会女子 トミン タイカイ ジョシ						ALL調布 チョウフ				ベスト８		武蔵村山 ムサシムラヤマ

		都壮年大会 ト ソウネン タイカイ						５中零式 チュウ ゼロシキ				ベスト８		三鷹/調布西町 ミタカ チョウフ ニシ マチ

		都壮年大会 ト ソウネン タイカイ						ライズ				２回戦敗退 カイセン ハイタイ		三鷹/調布西町 ミタカ チョウフ ニシ マチ

		エルダ－親善大会 シンゼン タイカイ						ビュ-ティスタ-ズ				準優勝 ジュンユウショウ		昭島くじら公園 アキシマ コウエン

		一般社会人春季一部 イッパン シャカイ ジン シュンキ イチブ						M調布ギャラクシ－ チョウフ				１回戦敗退 カイセン ハイタイ		あきる野市 ノシ

		一般社会人春季２部 イッパン シャカイ ジン シュンキ ブ						上野原キッズ ウエノハラ				準優勝 ジュンユウショウ		戸田橋緑地野球場 トダ バシ リョクチ ヤキュウジョウ

		一般社会人春季一部 イッパン シャカイ ジン シュンキ イチブ						ﾌﾞﾙ-ﾄﾞﾙﾌｨﾝｽﾞ				準優勝（関東大会出場) ジュンユウショウ カントウ タイカイ シュツジョウ		戸田橋緑地野球場 トダ バシ リョクチ ヤキュウジョウ

		都実年大会 ト ジツネン タイカイ						TeamG2				2回戦敗退 カイセン ハイタイ		瑞穂町 ミズホマチ

		市町村大会男子 シチョウソン タイカイ ダンシ						調布ギャラクシ－ チョウフ				1回戦敗退 カイセン ハイタイ		あきる野市 ノシ

		市町村大会女子 シチョウソン タイカイ ジョシ						ALL調布 チョウフ				3位入賞 イ ニュウショウ		あきる野市 ノシ

		都民生涯スポレク トミン ショウガイ						ALL調布 チョウフ				ベスト４　３位入賞 イ ニュウショウ		江東区 コウトウク

		関東レデ－ス大会 カントウ タイカイ						ブル－ドルフィンズ				準優勝 ジュンユウショウ		茨城古河市 イバラギ コガシ

		一般社会人秋季女子 イッパン シャカイ ジン シュウキ ジョシ						ブル－ドルフィンズ				ベスト4　３位 イ		武蔵村山 ムサシムラヤマ

		一般社会人秋季男子 イッパン シャカイ ジン シュウキ ダンシ						調布エンジェルス チョウフ				１回戦敗退 カイセン ハイタイ		昭島くじら公園 アキシマ コウエン

		一般社会人秋季男子 イッパン シャカイ ジン シュウキ ダンシ						上野原キッズ ウエノハラ				１回戦敗退 カイセン ハイタイ		昭島くじら公園 アキシマ コウエン

		北ブロック女子大会 キタ ジョシ タイカイ						フラワ-ズ、ＢＳ				フラワ-ズ決勝ﾄ-ﾅﾒﾝﾄ ケッショウ		府中是政 フチュウ コレマサ





没収試合チャ－ト

				没収試合の経過チャ－ト ボッシュウ シアイ ケイカ

				連盟理事・審判 レンメイ リジ シンパン		上の原キッズ98 ウエ ハラ		フェニックス
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確認要請
UN番号の違う選手出場?
UN「2」→UN「7」

審判（球審・副審)
&理事で確認


登録書

打順表

登録書＆打順表の誤記
（監督の単純ミス)
意識的ではない


本人確認OK

①打順表のUNに変える
提案する



NO2のユニホ－ムなし


ＮＯ２代替作成案?

理事長未承認

②控選手の交代を提案


誤記ミスを通知

処置提案①

処置提案②

怪我で出場不可
人員不足となる


放棄試合になる事通知


試合継続不可
（理事長・審判審議)

　　　没収試合を通告（本人は無資格者）

異議申し立て（質問書)


4/5　　検証会議
球審・審判部長
副会長・理事長４名


試合中での登録書変更?

役員会で検討

代表・監督調査

代表・監督調査

　　4/11無効試合とし「再試合」の通知書発行

　棄権表明

　再試合出場

4/21　経過説明会（役員→上の原)

役員会で再検討

　5/8　　最終決定通知書を発行

発見時訂正可

次試合は登録書変更承認出場可
か

再試合は未承認



令和1年8月

		理事各位 リジカクイ										 　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年８月１０日 レイワ ガンネン ガツ ヒ

												   　　　　　　　　　　　調布市ソフトボール連盟 チョウフシ レンメイ

												理事長　   鈴木　健 リジチョウ スズキ ケン

						　　　　令和元年8月理事会資料（第3回) レイワ ガンネン ツキ リジカイ シリョウ ダイ カイ

				■		結果&今後の予定 ケッカ コンゴ ヨテイ

						行事		日時		場所		備考

						都民大会 トミン タイカイ		5/11、12、18		江戸川篠崎公園 エドガワ シノザキ コウエン		男子ギャラクシ－&コラボチ－ム出場 ダンシ シュツジョウ

				結果 ケッカ		東京都壮年大会 トウキョウト ソウネン タイカイ		5/12・19、		西町3面、三鷹大沢 ニシ マチ メン ミタカ オオサワ		代表者会議たづくりで実施、ライズ＆大町ソフト健闘 ダイヒョウシャ カイギ ジッシ オオマチ ケントウ

						夏季大会 カキ タイカイ		6/9～8/4		関東村、西町グランド カントウ ムラ ニシ マチ		雨天のため大幅に変更。未消化試合９試合 ウテン オオハバ ヘンコウ ミショウカ ジアイ シアイ

						調布市スポ-ツまつり チョウフシ		10/13→5/26		味スタ		Ｗ杯ラクビ－のため変更となる ハイ ヘンコウ

						エルダー都大会 ト タイカイ		5/26、6/2		昭島くじら公園 アキシマ コウエン		ビュ－ティスタ－ズ親善大会出場初戦敗退 シンゼン タイカイ シュツジョウ ショセン ハイタイ

						一般社会人春季大会 イッパン シャカイ ジン シュンキ タイカイ		6/2		あきる野市 ノシ		調布エンジェルス初戦敗退 チョウフ ショセン ハイタイ

						都シニア大会 ト タイカイ		6/1、6/8、6/9		青梅市永山公園 オウメシ ナガヤマ コウエン		たましにあ-ず出場初戦敗退 シュツジョウ ショセン ハイタイ

						東京都実年大会 トウキョウト ジツ		6/22		瑞穂シクラメン球場 ミズホ キュウジョウ		調布Ｇ２初戦敗退 チョウフ ショセン ハイタイ

						エルデスト都大会 ト タイカイ		6/30、8/4		稲城市河川敷球場 イナギシ カセンシキ キュウジョウ		ビュ－ティスタ－ズ準優勝関東大会の出場決定 ジュンユウショウ カントウ タイカイ シュツジョウ ケッテイ

						家庭婦人都大会 カテイ フジン ト タイカイ		7/21		江東区新砂球場 コウトウク シンスナ キュウジョウ		ビュ－ティスタ－ズ初戦敗退 ショセン ハイタイ

						市町村大会 シチョウソン タイカイ		7/13,7/14、21		調布・三鷹・国分寺・小金井 チョウフ ミタカ コクブンジ コガネイ		7/13、予備日の7/20西町2面実施。男子ベスト8進出 ヨビビ ニシ マチ メン ジッシ ダンシ シンシュツ

				予定 ヨテイ		Ｗ杯ラクビ－開催 テハイ カイサイ		味スタ開催日 アジ カイサイ ヒ		9/20（金)、9/21（土)、9/29（日)、10/5＆6（土・日)、10/19&20（土・日)11/1（金) キン ド ニチ ド ニチ ド ヒ キン

						市民体育祭開会式 シミン タイイクサイ カイカイシキ		43709		調布市グリ－ンホ－ル チョウフシ		10時集合。ギャラクシ－、ライズ、Ｇ２各５名 ジ シュウゴウ カク ナ

						健全育成地区大会 ケンゼン イクセイ チク タイカイ		8/18		関東村 カントウ ムラ		６時集合グランド作成、審判１５名参加。 ジ シュウゴウ サクセイ シンパン ナ サンカ



				■		夏季大会の考察 ナツ コウサツ

				①		６週グランド不良のため中止順延となる。組み合わせ/日程変更し進めたが9試合未消化となる。 シュウ フリョウ チュウシ ジュンエン ク ア ニッテイ ヘンコウ スス シアイ ミ ショウカ

				②		都民大会・市町村大会へのエントリ－は男子のコラボチ－ムのみで女子は辞退した（参加資格条件に抵触) トミン タイカイ シチョウソン タイカイ ダンシ ジョシ ジタイ サンカ シカク ジョウケン テイショク

				③		昨年に続き、東京都壮年大会を三鷹と共同で開催した。（西町グランドは3面提供した)２チーム参加 サクネン ツヅ トウキョウ ト ソウネン タイカイ ミタカ キョウドウ カイサイ ニシ マチ メン テイキョウ サンカ

				④		市町村大会の開催市として初日の7/13（土）、予備日の7/20西町グランドで試合を行った。（５年後開催主管予定) シチョウソン タイカイ カイサイ シ ショニチ ド ヨビビ ニシ マチ シアイ オコナ ネンゴ カイサイ シュカン ヨテイ



				■		市民体育大会の件 シミン タイイク タイカイ ケン

				①		8/18監督会議・組み合わせ抽選会（映像シアタ－)、司会:阿部理事。受付・会計:小山理事他。会場準備１７時３０分～　 カントク カイギ ク ア チュウセンカイ エイゾウ シカイ アベ リジ ウケツケ カイケイ コヤマ リジ タ カイジョウ ジュンビ ジ フン

				②		夏季大会未消化９試合を加え組み合わせ計画検討、決勝後は都度表彰式実施する。（優勝・準優勝) カキ タイカイ ミショウカ シアイ クワ ク ア ケイカク ケントウ ケッショウ ゴ ツド ヒョウショウ シキ ジッシ ユウショウ ジュンユウショウ

				③		Ｗ杯ラグビ－の開催予定日は関東村使用不可（9/21・9/29・10/6・10/20)。10/6&10/13西町グランドを使用する。 ハイ カイサイ ヨテイ ビ カントウ ムラ シヨウ フカ ニシ マチ シヨウ

				④		9/1調布連盟開会式８時～（長友市長・来賓)。市民体育祭開会式１０時～参加チ-ム調布グリ-ンホ－ル集合 チョウフ レンメイ カイカイシキ ジ ナガトモ シチョウ ライヒン シミン タイイクサイ カイカイシキ ジ サンカ チョウフ シュウゴウ

						開会式:司会（清水理事)、会場準備（机・マイク等)、試打式（長友市長)来賓（尾崎都議）伊藤達（衆議院議員) カイカイシキ シカイ シミズ リジ カイジョウ ジュンビ ツクエ トウ シ ダ シキ ナガトモ シチョウ ライヒン オザキ トギ イトウ タツ シュウギイン ギイン



				■		検討事項 ケントウ ジコウ

				①		7/1からの受動喫煙公認条例の件（問題点・改善点等) ジュドウ キツエン コウニン ジョウレイ ケン モンダイテン カイゼンテン トウ

				②		来年度からの年会費・参加費値上げの件（別紙参照) ライネンド ネン カイヒ サンカヒ ネア ケン ベッシ サンショウ

				③		男女混成チ－ムの廃止の件（意見交換会を設定) ダンジョ コンセイ ハイシ ケン イケン コウカン カイ セッテイ

				④		都民大会への参加資格と代表チ－ムの検討 トミン タイカイ サンカ シカク ダイヒョウ ケントウ



				■　事務局（大会日程・組み合わせ等) ジムキョク タイカイ ニッテイ ク ア トウ

						8/9現在参加申し込み。一般29チ-ム、壮年５チ-ム、実年６チーム、シニア１チ-ム、女子２チ-ム ゲンザイ サンカ モウ コ イッパン ソウネン ジツネン ジョシ



				■		審判部から シンパン ブ



				■		体協より（清水体協幹事) タイキョウ シミズ タイキョウ カンジ

						市民大会開会式の案内と参加者 シミン タイカイ カイカイシキ アンナイ サンカシャ

						参加者 サンカシャ

						山本会長、伊藤副会長、鈴木理事長、小笠原事務局長、小倉審判部長、吉村副理事長、小山事務局次長、 ヤマモト カイチョウ イトウ フクカイチョウ スズキ リジチョウ オガサワラ ジム キョクチョウ オグラ シンパン ブチョウ ヨシムラ フクリジチョウ コヤマ ジムキョク ジチョウ

						酒井、伊藤悦、水上、庄司、　　　				清水、毛利、阿部、村上、熊捕、市原、原田　各理事 シミズ モウリ アベ ムラカミ クマトリ イチハラ ハラダ カク リジ























令和1.10

		理事各位 リジカクイ										 　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年10月26日 レイワ ガンネン ガツ ヒ

												   　　　　　　　　　　　調布市ソフトボール連盟 チョウフシ レンメイ

												理事長　   鈴木　健 リジチョウ スズキ ケン

						　　　　令和元年10月理事会資料（第4回) レイワ ガンネン ツキ リジカイ シリョウ ダイ カイ

				■		結果&今後の予定 ケッカ コンゴ ヨテイ

						行事		日時		場所		備考

						市民大会 シミン タイカイ		9/1～10/6		関東村/西町グランド カントウ ムラ ニシ マチ		9/1開会式（長友市長、伊藤達衆議員、尾崎都議参列)10/8表彰式 カイカイシキ ナガトモ シチョウ イトウ タツ シュウ ギイン オザキ トギ サンレツ ヒョウショウシキ

				結果 ケッカ		シニア健康スポ大会 ケンコウ タイカイ		10/5、12,19		立川市 タチカワ シ		10/5上の原キッズ2回戦で敗退。２日目以降台風の影響で中止決定 ウエ ハラ カイセン ハイタイ ヒ メ イコウ タイフウ エイキョウ チュウシ ケッテイ

						関東レディ－ス大会 カントウ タイカイ		10/5、10/6		山梨県吉田市 ヤマナシケン ヨシダ シ		ブル－ドルフィンズ準優勝 ジュンユウショウ

						Ｗ杯ラクビ－開催 テハイ カイサイ		味スタ開催日 アジ カイサイ ヒ		9/20（金)、9/21（土)、9/29（日)、10/5＆6（土・日)、10/19&20（土・日)11/1（金) キン ド ニチ ド ニチ ド ヒ キン

						健全育成地区大会 ケンゼン イクセイ チク タイカイ		8/18		関東村 カントウ ムラ		６時集合グランド作成、審判１５名参加。 ジ シュウゴウ サクセイ シンパン ナ サンカ

						東京都レディ－ス大会 トウキョウ ト タイカイ		10/20・27日 ヒ		武蔵村山市 ムサシムラヤマ シ		ブル－ドルフィンズベスト4へ進出。10/27決勝ト－ナメント シンシュツ ケッショウ

						関東エルディスト大会 カントウ タイカイ		10/26、27日 ヒ		山梨県 ヤマナシケン		ビュ－ティスタ－ズ参加 サンカ

						混成チ－ム意見交換会 コンセイ イケン コウカンカイ		11/16（土） ド		たづくり会議室 カイギシツ		対象チ－ム等の意見・交換会 タイショウ トウ イケン コウカンカイ

				予定 ヨテイ		一般社会人秋季男子 イッパン シャカイ ジン シュウキ ダンシ		11/23・24・30		昭島くじら公園 アキシマ コウエン		調布エンジェルス。会場使用不可で中止決定（10/24都HP) チョウフ カイジョウ シヨウ フカ チュウシ ケッテイ ト

						北ブロック女性大会 キタ ジョセイ タイカイ		11/17、24日 ヒ		府中是政グランド フチュウ コレマサ		グランド水没の影響で中止決定（台風19号） スイボツ エイキョウ チュウシ ケッテイ タイフウ ゴウ

						北ブロック小学生大会 キタ ショウガクセイ タイカイ		11/24、12/1、		国立河川敷グランド クニタチ カセンシキ		グランド水没の影響で中止決定（台風19号） スイボツ エイキョウ チュウシ ケッテイ タイフウ ゴウ

						3種審判認定会 シュ シンパン ニンテイ カイ		12/1		保谷高校 ホヤ コウコウ		エントリ－5名（改善要求書提出4チ－ム) ナ カイゼン ヨウキュウ ショ テイシュツ



				■		市民大会の考察 シミン コウサツ

				①		夏季大会9試合未消化。市民大会に組み入れ成立した。天候にも恵まれ56試合計画通り出来た。 カキ タイカイ シアイ ミショウカ シミン タイカイ ク イ セイリツ テンコウ メグ シアイ ケイカク ドオ デキ

				②		大味な試合が多く、３5失点/１試合の記録更新。レベル格差が顕著。Ｓリ－グチ－ムのシ－ド化の検討要。 オオアジ シアイ オオ シッテン シアイ キロク コウシン カクサ ケンチョ カ ケントウ ヨウ

				③		２件の怪我が発生。大怪我ではないが走者の肉離れ、クロスプレィ中の怪我が目立った。 ケン ケガ ハッセイ オオ ケガ ソウシャ ニク バナ ナカ ケガ メダ

				■		年間の総括 ネンカン ソウカツ

				①		夏季大会は雨で３週/９週しか開催できず、期間中の成立は出来なかった。中止等でキャンセルも増えた カキ タイカイ アメ シュウ シュウ カイサイ キカンチュウ セイリツ デキ チュウシ トウ フ

				②		春季大会で連盟として初の「没収試合裁定」、疑念や混乱が生じた。（ル－ル解釈と慣例の適用)

				③		Ｗ杯ラグビ－の開催予定日は関東村使用不可（9/21・9/29・10/6・10/20)。9/29は大会も休止した。 ハイ カイサイ ヨテイ ビ カントウ ムラ シヨウ フカ タイカイ キュウシ

				④		7/1付で屋外施設も「受動喫煙公認条例」により、施設全面禁煙とした。定着までは指導・観察が必要。 ツケ オクガイ シセツ ジュドウ キツエン コウニン ジョウレイ シセツ ゼンメン キンエン テイチャク シドウ カンサツ ヒツヨウ

				⑤		クレ－ムに発展していないが、ジャッジミスによりチ－ム・選手からの不信感を招いた試合有り。審判部で研鑽 ハッテン センシュ フシンカン マネ シアイ ア シンパン ブ ケンサン

				⑥		会議の電子化（時短・ペ－パレス)・HPでの情報公開・グルスケの定着・弁当注文の適正・審判員２０名確保。 カイギ デンシカ ジタン ジョウホウ コウカイ テイチャク ベントウ チュウモン テキセイ シンパンイン ナ カクホ

				◆		確認事項 カクニン ジコウ

				①		チ－ム・選手個人のスポ-ツ傷害・損害保険加入への義務化（登録時証書のコピ－提出) センシュ コジン ショウガイ ソンガイ ホケン カニュウ ギムカ トウロク ジ ショウショ テイシュツ

				②		来年度からの年会費・参加費値上げの展開（チ－ムへの案内書の発行）＆予算への反映。 ライネンド ネン カイヒ サンカヒ ネア テンカイ アンナイ ショ ハッコウ ヨサン ハンエイ

				③		Ｓリーグ戦チ－ム数変更、試合棄権の場合の減点方法→規約改訂 セン スウ ヘンコウ

				④		台風15号の強風でＡ６倉庫が転倒し、機能不全となり新倉庫を購入手配する。（10/23設置完了) タイフウ ゴウ キョウフウ ソウコ テントウ キノウ フゼン シン ソウコ コウニュウ テハイ セッチ カンリョウ

				⑤		１９号台風の影響で河川敷G使用できず大会中止となっている。（都一般男子大会、北B女子・小学生) ゴウ タイフウ エイキョウ カセンシキ シヨウ タイカイ チュウシ ト イッパン ダンシ タイカイ キタ ジョシ ショウ ガクセイ

				⑥		各グランド本部席での理事・審判の会話は徹底して自粛せよ、机の配置替えも検討してほしい（会長より注意) カク ホンブ セキ リジ シンパン カイワ テッテイ ジシュク ツクエ ハイチ ガ ケントウ カイチョウ チュウイ

				⑦		都民大会、市町村大会は参加資格条件の抵触により男子コラボチ－ムのみエントリ－する。 トミン タイカイ シチョウソン タイカイ サンカ シカク ジョウケン テイショク ダンシ

				■		検討事項 ケントウ ジコウ

				①		男女混成チ－ムの廃止の件（11/19意見交換会で参加チ－ムの要望・意見を確認)今年中に決定していく。 ダンジョ コンセイ ハイシ ケン イケン コウカン カイ サンカ ヨウボウ イケン カクニン コトシ ジュウ イマナカ ケッテイ

				②		役員・理事の任期満了に伴う改選について→改選の手順の規定見直し中 カイセン カイセン テジュン キテイ ミナオ ナカ

				③		市民大会Sリ-グチ-ムのシ－ド化検討。（一般の部:チ-ムの力量差が著しく大量点差試合が多い) シミン タイカイ カ ケントウ イッパン ブ リキリョウ サ イチジル タイリョウ テン サ シアイ オオ

				④		来年度の施設使用申請書、年度行事について（2020五輪・パラリンピック&天候不順を考慮した日程の検討要) ライネンド シセツ シヨウ シンセイ ショ ネンド ギョウジ ゴリン テンコウ フジュン コウリョ ニッテイ ケントウ ヨウ

				⑤		各大会に於ける理事・審判の「大会運営責任制」の具体的実施内容を再検討。 カク タイカイ オ リジ シンパン タイカイ ウンエイ セキニンセイ グタイテキ ジッシ ナイヨウ サイケントウ

				■		事務局から ジムキョク

				■		審判部から シンパン ブ

				●		11/2市民大会（夏季大会含む）審判反省会を実施予定。 シミン タイカイ カキ タイカイ フク シンパン ハンセイ カイ ジッシ ヨテイ

				●		３種公認認定会12/1保谷高校にて予定。改善要求チ-ムから５名参加する。 シュ コウニン ニンテイ カイ ホヤ コウコウ ヨテイ カイゼン ヨウキュウ ナ サンカ

				■		体協より（清水体協幹事) タイキョウ シミズ タイキョウ カンジ

						参加者 サンカシャ

						山本会長、伊藤副会長、鈴木理事長、小笠原事務局長、小倉審判部長、吉村副理事長、小山事務局次長、 ヤマモト カイチョウ イトウ フクカイチョウ スズキ リジチョウ オガサワラ ジム キョクチョウ オグラ シンパン ブチョウ ヨシムラ フクリジチョウ コヤマ ジムキョク ジチョウ

						酒井、伊藤悦、水上、庄司、　　　				清水、毛利、阿部、村上、熊捕、市原、原田　各理事 シミズ モウリ アベ ムラカミ クマトリ イチハラ ハラダ カク リジ

				メモ欄 ラン





















令和1.12

		理事各位 リジカクイ										2019"年"12"月"20"日"

												   　　　　　　　　　　　調布市ソフトボール連盟 チョウフシ レンメイ

												理事長　   鈴木　健 リジチョウ スズキ ケン

						　　　　令和元年12月理事会資料（第5回) レイワ ガンネン ツキ リジカイ シリョウ ダイ カイ

				■		結果&今後の予定 ケッカ コンゴ ヨテイ

						行事		日時		場所		備考

						混成チ－ム意見交換会 コンセイ イケン コウカンカイ		11/16（土） ド		たづくり会議室 カイギシツ		対象チ－ム等の意見・交換会 タイショウ トウ イケン コウカンカイ

				結果 ケッカ		審判技術講習会開催 シンパン ギジュツコウシュウカイ カイサイ		11/17		Ａ４グランド		審判員　 名参加（９時～１２時) シンパンイン ナ サンカ ジ ジ

						3種審判認定会 シュ シンパン ニンテイ カイ		12/1		保谷高校 ホヤ コウコウ		エントリ－６名（改善要求書提出4チ－ム) ナ カイゼン ヨウキュウ ショ テイシュツ

						体育協会納会 タイイク キョウカイ ノウカイ		12/11		たづくり１２Ｆ会議室 カイギシツ		鈴木、伊藤悦健全育成担当、清水体協幹事３名出席 スズキ イトウ エツ ケンゼン イクセイ タントウ シミズ タイキョウ カンジ ナ シュッセキ

						審判1&2種判定会 シンパン シュ ハンテイ カイ		12/15				河合、高橋、松田、尾崎、遠藤審判員 カワイ タカハシ マツダ オザキ エンドウ シンパンイン

						故今村さんを偲ぶ会 コ イマムラ シノ カイ		12/15		府中コンチネンタル フチュウ		鈴木、小倉審判部長、酒井技術部長出席 スズキ オグラ シンパン ブチョウ サカイ ギジュツ ブチョウ シュッセキ



				■		男・女混成チ-ム意見交換会の件 オ ジョ コンセイ イケン コウカンカイ ケン

						開催日時　１１月１６日（土)　19:00～21:00。たづくり1001号室。 カイサイ ヒ ジ ガツ ヒ ド ゴウシツ

						参加役員・理事　役員:鈴木理事長、小倉審判部長、小笠原事務局長、清水体協幹事。 サンカ ヤクイン リジ ヤクイン スズキ リジチョウ オグラ シンパン ブチョウ オガサワラ ジムキョクチョウ シミズ タイキョウ カンジ

						　滝坂ポロリ-ズ、タタミ-ズ、八中おやじの会、調布ノモ－ズ、富士見台ペアレンツ、上の原キッズ、北の台ノ－ス

						　り・エンジョイメイト、多摩小ボ－イズ、石原ダンデイ－ス。ひばり-ず。11チ-ム21名の参加。 ナ サンカ

						①混成チ－ムの変遷について説明（配布資料に基づく)　鈴木理事長 コンセイ ヘンセン セツメイ ハイフ シリョウ モト スズキ リジチョウ

						②参加者からの意見・要望事項＆回答・説明 サンカシャ イケン ヨウボウ ジコウ カイトウ セツメイ

						③本理事会にて討議し決定する。 ホン リジカイ トウギ ケッテイ



				■		連盟規約改訂（案)の件→主な改訂点 レンメイ キヤク カイテイ アン ケン オモ カイテイ テン

						①役員・理事の選出方法を具体的な表現に追記した。（第5条) ヤクイン リジ センシュツ ホウホウ グタイテキ ヒョウゲン ツイキ ダイ ジョウ

						②役員・理事の解任についての条項追記（第6条) ヤクイン リジ カイニン ジョウコウ ツイキ ダイ ジョウ

						③総会・理事会・審判部会の条項を追記した。（第8、9、10条） ソウカイ リジカイ シンパン ブカイ ジョウコウ ツイキ ダイ ジョウ

						④個人情報の取り扱いについての条項追記（第13条） コジン ジョウホウ ト アツカ ジョウコウ ツイキ ダイ ジョウ



				■		来期の主なスケジュ-ル ライキ オモ

						年間スケジュ－ル表に基づく（別紙) ネンカン ヒョウ モト ベッシ



				■		事務局から ジムキョク



				■		審判部から シンパン ブ



				■		体協より（清水体協幹事) タイキョウ シミズ タイキョウ カンジ

						参加者 サンカシャ

						山本会長、伊藤副会長、鈴木理事長、小笠原事務局長、小倉審判部長、吉村副理事長、小山事務局次長、 ヤマモト カイチョウ イトウ フクカイチョウ スズキ リジチョウ オガサワラ ジム キョクチョウ オグラ シンパン ブチョウ ヨシムラ フクリジチョウ コヤマ ジムキョク ジチョウ

						酒井技術部長、伊藤悦副部長、市原副部長、村上、熊捕、水上、庄司、毛利、原田、阿部、清水体協幹事　　　 ギジュツ ブチョウ フクブチョウ イチハラ フクブチョウ ムラカミ クマトリ モウリ ハラダ アベ シミズ タイキョウ カンジ

						（理事会終了)



				■		役員・理事改選について（会長) ヤクイン リジ カイセン カイチョウ















































令和２.2.23

		理事各位 リジカクイ										 2020/2/23

												   調布市ソフトボール連盟 チョウフシ レンメイ

												理事長　    鈴木　健 リジチョウ スズキ ケン

						　　　　 令和2年２月理事会資料（第1回) レイワ ネン ヘイネン ツキ リジカイ シリョウ ダイ カイ

				■行事結果 ギョウジ ケッカ

						行事		日時		場所		備考

				1		北ブロック新年会		1"月"10"日"		立川市 タチカワ シ		山本会長、小倉審判部長２名参加 ヤマモト カイチョウ オグラ シンパン ブチョウ ナ サンカ

				2		都ソ協理事会 ト キョウ リジカイ		1"月"11"日"		小金井 コガネイ		鈴木理事長、小倉審判部長参加 スズキ リジチョウ オグラ シンパン ブチョウ サンカ

				3		調布市民駅伝大会 シミン タイカイ		1"月"26"日"		味スタ周辺道路		村上、水上理事参加 サンカ

				4		審判部幹事会		2"月"8"日"		たづくり会議室 カイギシツ		審判部の活動方針 シンパン ブ カツドウ ホウシン

				■今後の予定 コンゴ ヨテイ

						行事		日時		場所		備考

				1		審判伝達講習会&部会 シンパン ブカイ		3"月"8"日"		大町スポ-ツ施設 オオマチ シセツ		審判員参加

				2		市内中学生女子交流会 シナイ チュウガクセイ ジョシ コウリュウカイ		3"月"15"日"		西町少年野球場 ニシ マチ ショウネン ヤキュウジョウ		技術交流会&練習試合 ギジュツ コウリュウカイ レンシュウ ジアイ

				3		総会・春季監督会議		３月２３日（水） ガツ ヒ スイ		たづくり映像ｼｱﾀ-		19時～

				4		春季大会		3/22～4/26		Ａ４、Ａ６、Ｅ１、西町 ニシ マチ		3/22開会式、決勝表彰式は西町Ｇ ケッショウ ヒョウショウシキ ニシ マチ

				5		都民大会 トミン タイカイ		5/9、10、17		光が丘、武蔵村山 ヒカリ オカ ムサシ ムラヤマ		5/17予備日、登録締め切り3/23 ヨビビ トウロク シ キ

				6		都壮年大会ファストピッチ ト ソウネン タイカイ		5/10・17、5/24		西町３面、三鷹大沢 ニシ マチ メン ミタカ オオサワ		2チ-ム出場5/27予備日 シュツジョウ ヨビビ



				■　改選人事の件 カイセン ジンジ ケン

				1		役職者改選済　（山本会長、伊藤副会長、鈴木理事長、小倉審判部長)＊副理事長伊藤（悦) ヤクショクシャ カイセン ズ ヤマモト カイチョウ イトウ フクカイチョウ スズキ リジチョウ オグラ シンパン ブチョウ フクリジチョウ イトウ エツ

				2		役職者の選出→事務局長、会計、北B支部長 ヤクショク シャ センシュツ ジム キョクチョウ カイケイ キタ シブチョウ

				3		審判部新体制の紹介(小倉審判部長） シン タイセイ ショウカイ オグラ シンパン ブチョウ



				■　		総会・監督会議の確認・報告事項 ソウカイ カントク カイギ カクニン ホウコク ジコウ

				①		受付→スポ－ツ保険加入者登録写し、女性登録者、年会費・参加費の確認。 ウケツケ ホケン カニュウシャ トウロク ウツ ジョセイ トウロク シャ ネンカイヒ サンカヒ カクニン

				②		新役員・理事の紹介（会長)→新任理事の挨拶 シン ヤクイン リジ ショウカイ カイチョウ シンニン リジ アイサツ

				③		全面禁煙とスポ－ツ保険加入の徹底 ゼンメン キンエン ホケン カニュウ テッテイ

				④		男女混成チーム継続について ダンジョ コンセイ ケイゾク

				＊		来賓の招待は春季・市民体育祭開会式のみとする。　　 ライヒン ショウタイ シュンキ シミン タイイクサイ カイカイシキ



				■		今期連盟の主な取り組み項目（案） コンキ レンメイ オモ ト ク コウモク アン

				1		大会運営責任体制の具体的な展開 タイカイ ウンエイ セキニン タイセイ グタイテキ テンカイ

				2		ジュニア育成への取り組み（市内中学生女子、育成推進企画書発案) イクセイ ト ク シナイ チュウガクセイ ジョシ イクセイ スイシン キカクショ ハツアン

				3		ロ－カルル－ルを明文化する（トラブルの予防処置) メイブンカ ヨボウ ショチ

				4		男子代表チ-ム結成への準備委員会発足 ダンシ ダイヒョウ ケッセイ ジュンビ イインカイ ホッソク

				連絡事項 レンラク ジコウ

				■		審判部 シンパン ブ

				■		体協 タイキョウ

				■		事務局 ジムキョク



				山本会長、伊藤副会長、鈴木理事長、小倉審判部長、小笠原、小山、酒井、伊藤悦、庄司 ヤマモト カイチョウ イトウ フクカイチョウ スズキ リジチョウ オグラ シンパン ブチョウ オガサワラ コヤマ サカイ イトウ エツ ショウジ

				吉村、水上、清水、毛利、阿部、村上、熊捕、原田、岩澤、吉田忠、（市原)　各理事 ヨシムラ ミズカミ シミズ モウリ アベ ムラカミ クマトリ ハラダ イワサワ ヨシダ チュウ イチハラ カクリジ

						値上げの明細 ネア メイサイ

						年会費（全チ-ム） ネンカイヒ ゼン		7000円→10000円 エン エン				＊市民体育祭参加費は　　　　　一律3000円/チーム シミン タイイク サイ サンカヒ イチリツ エン

				春・夏大会参加費Ｓリ－グ ハル ナツ タイカイ サンカヒ				10000円→15000円 エン エン

						　　　　　　　　１＆２部 ブ		７０００円→８０００円 エン エン

						　　　　　　　３部&女子 ブ ジョシ		５０００円→６０００円 エン エン





















令和2.6.13

		理事各位 リジカクイ								 2020/6/13

										   調布市ソフトボール連盟 チョウフシ レンメイ

						　　 令和2年6月理事会資料（第2回) レイワ ネン ツキ リジカイ シリョウ ダイ カイ						理事長　鈴木健 リジチョウ スズキ ケン



				◆　大会運営の主な注意・変更点

				1、大会期間は6月28日から8月9日（日曜日)実施。開・閉会式は中止します。

				2、８時試合開始。1日最大5試合とし、試合のインタ－バルは20分とする。

				3、3部のみ3位決定戦を実施する。（今大会のみ2部昇格を3チ－ムとする）

				4、新コロナウイルス感染者を発症した場合は大会の中止もあり得ます。

				5、熱中症対策（20分以上守備を継続の場合は審判の指示で給水タイムを設ける）



				■施設使用に当たってのガイドライン（調布市スポ－ツ振興課) シセツ シヨウ ア チョウフシ シンコウカ



				１.「新型コロナウイルス感染症対策チェツクリスト」をスポ-ツ振興課へ提出 シンコウカ テイシュツ

				2「当日参加者名簿」を作成し、使用日から1か月は保管する。 トウジツ サンカシャ

				◆各チ－ム対応について カク タイオウ

				試合前にメンバ－表と共に「新型コロナウィルス感染症対策リスト」を提出してもらう。 シアイ マエ ヒョウ トモ シンガタ カンセン ショウ タイサク テイシュツ

				メンバ－表は審判部で保管する。「感染症対策シ－ト」は副理事長が回収し、当日分をまとめて ヒョウ シンパン ブ ホカン カンセン ショウ タイサク フクリジチョウ カイシュウ トウジツ ブン

				施設事務所経由でスポ－ツ振興課へ提出する。 シセツ ジム ショ ケイユ シンコウカ テイシュツ

				◆理事・審判員の対応について リジ シンパンイン タイオウ

				理事/審判員は朝検温チェツク受ける。「理事・審判員参加者名簿と健康チェツクリスト」作成 アサ ウ リジ シンパンイン サンカ シャ メイボ ケンコウ サクセイ

				審判部、事務局で１ケ月保管する。 シンパン ブ ジムキョク ツキ ホカン



				参加者の中で感染症を発症、クラスター(集団感染)が発生した場合は体協へ報告する。 サンカシャ バアイ タイキョウ ホウコク

				スポーツ振興課や保健所への情報提供もしなければならない。（参加者、連絡先、行動等) サンカシャ レンラクサキ コウドウ トウ



				３次の事項に該当する場合、当日の使用を控える事 ツギ コト

				①発熱、咳、のどの痛みなどの症状がある場合。(体温38度以上) タイオン ド イジョウ

				➁ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。

				③ 過去14日以内に、入国制限されている国への渡航や当該在住者との濃厚接触がある場合

				４マスク着用 チャクヨウ

				プレイ中でのマスクは必要なし。それ以外（理事、控え審判、ベンチの選手、応援者等)は チュウ ヒツヨウ イガイ リジ ヒカ シンパン センシュ オウエンシャ トウ

				熱中症に注意しながらできるだけマスクをしてください。監督や選手が審判との打ち合わせ ネッチュウ ショウ チュウイ カントク センシュ シンパン ウ ア

				抗議、交代宣告が長引く場合等、状況によってはマスク着用を依頼する。 コウギ コウタイ センコク ナガビ バアイ トウ ジョウキョウ チャクヨウ イライ

				５、飲食での注意点 インショク チュウイテン

				　ペットボトルは必ず名前を記入し飲み終える事。弁当は食中毒のリスク有るので持ち帰り厳禁 カナラ ナマエ キニュウ ノ オ コト ベントウ ショクチュウドク アリ モ カエ ゲンキン

				 熱中症対策（審判員は早めに水分補給する事、選手に異常を感じたらすぐ試合停止する事) ネッチュウ ショウ タイサク シンパンイン ハヤ スイブン ホキュウ コト センシュ イジョウ カン シアイ テイシ コト



				6.３密を避ける行動

				　（1）大きな声での会話や応援は避ける事

				　（2）集合（ミィテング、打ち合わせ等）ではなるべく距離を確保して実施する事

				　（３）共有用具（バット、ヘルメット、マスクなど）の取り扱いは各チ－ムで決めて実施する事。

				　（4）握手、ハイタッチ等、の接触行為は避ける事。飲料用コップ等の共有はしない。

				「感染症対策ガイドライン」を理解した上での施設使用許可を受けております。 カンセンショウ タイサク リカイ ウエ シセツ シヨウ キョカ ウ

				協力できなかった場合は使用禁止もあります。理事・審判はチ－ムへの指導・フォロ－願います キョウリョク バアイ シヨウ キンシ リジ シンパン シドウ ネガ

				チーム、選手たちが楽しくプレイできる環境づくりは連盟の責務です。前向きに考えていきましょう センシュ タノ カンキョウ レンメイ セキム マエム カンガ



				山本会長、伊藤副会長、鈴木理事長、小倉審判部長、小笠原、小山、酒井、伊藤悦、庄司 ヤマモト カイチョウ イトウ フクカイチョウ スズキ リジチョウ オグラ シンパン ブチョウ オガサワラ コヤマ サカイ イトウ エツ ショウジ

				吉村、水上、清水、毛利、阿部、村上、熊捕、原田、岩澤、吉田忠、市原 各理事 ヨシムラ ミズカミ シミズ モウリ アベ ムラカミ クマトリ ハラダ イワサワ ヨシダ チュウ イチハラ カクリジ

















令和2.11.21

				理事各位 リジカクイ												 2020/11/21

																                調布市ソフトボール連盟 チョウフシ レンメイ

																                            理事長　鈴木健

						　　 令和2年11月理事会資料（第3回) レイワ ネン ツキ リジカイ シリョウ ダイ カイ



						行事内容 ギョウジ ナイヨウ		期間 キカン				備考 ビコウ

				1		春季大会 シュンキ タイカイ		3/22～5/3				3/22初日開催後、コロナ禍で中止とした ショニチ カイサイ ゴ カ チュウシ

				2		都壮年大会 ト ソウネン タイカイ		5/10、17、24				中止 チュウシ

				3		夏季大会 カキ タイカイ		6/28～8/9				6/13抽選会。（監督会議、開閉式中止)北B審判員応援 チュウセンカイ カントク カイギ カイヘイ シキ チュウシ キタ シンパンイン オウエン

				5		市民体育大会 シミン タイイク タイカイ		9/6～10/18				8/22抽選会、2週雨で中止順延 チュウセンカイ シュウ アメ チュウシ ジュンエン

				6		シニア懇親大会 コンシン タイカイ		44095				エキジビションゲ-ム、連盟ズも含め3チ-ム参加（西町野球場) レンメイ フク サンカ ニシ マチ ヤキュウジョウ

				◆2020年度総括 ネンド ソウカツ

				1  行事結果 ギョウジ ケッカ

				①　コロナ禍のスタートだったが春季大会は初日のみで止む無く中止となる ワザワイ シュンキタイカイ ショニチ ヤ ナ チュウシ

				②　夏季、市民大会は行政のガイドラインに添い、加盟チームの理解と協力を得て無事終了 カキ シミン タイカイ ギョウセイ ソ カメイ リカイ キョウリョク エ ブジシュウリョウ

				③　総会・監督会議、開閉会式は中止とし、組み合わせ抽選会のみ実施した。 ソウカイ カントク カイギ カイヘイ カイ シキ チュウシ ク ア チュウセンカイ ジッシ

				④　役員会、理事会、審判伝達講習会等打ち合わせ、会議は自粛した。 ヤクインカイ リジカイ シンパン デンタツ コウシュウカイ トウ ウ ア カイギ ジシュク

				⑤　会費、参加費の改定に大きな影響もなく認識を得られた➡春季大会中止により夏季に充当 カイヒ サンカヒ カイテイ オオ エイキョウ ニンシキ エ シュンキ タイカイ チュウシ ナツ キ ジュウトウ

				⑥　場内での禁煙が大分認識された行動が見られた➡再徹底を継続、喫煙場所の３密は問題。 ジョウナイ キンエン ダイブ ニンシキ コウドウ ミ サイテッテイ ケイゾク キツエン バショ ミツ モンダイ

				⑦　8時開始の5試合/日、インタ－バル30分は定着化された。 ジ カイシ シアイ ヒ フン テイチャクカ

				⑧　シニアチームとレンメイズでエキジビションマッチを実施、シニア時代の糸口としたい。 ジッシ ジダイ イトグチ

				2、新型コロナウィルス関連 シンガタ カンレン

				①　6/28～調布市の施設使用許可並びに「コロナ感染防止ガイドライン」を遵守し大会を再開した。 チョウフシ シセツ シヨウ キョカ ナラ カンセン ボウシ ジュンシュ タイカイ サイカイ

				➁　「感染症予防対策チェツクリスト」と「参加メンバ－表」を試合前審判に提出。 ヨボウ サンカ ヒョウ シアイ マエ シンパン テイシュツ

				③　理事・審判は「体温チェツク」「当日参加者名簿」「健康チェツクシ－ト」を作成1か月は保管。 リジ シンパン タイオン トウジツ サンカシャ ケンコウ

				④　試合も選手間の３密状態を避ける形態をとる。ボ-ル供給もチ-ムで実施する。 シアイ センシュ カン ミツ ジョウタイ サ ケイタイ キョウキュウ ジッシ

				⑤　市民体育祭後半にはコロナへの感度、意識、対策行動の薄れが顕著だった  シミンタイイクサイ コウハン カンド イシキ タイサク コウドウ ウス ケンチョ



				◆		2021年度の事業計画 ネンド ジギョウ ケイカク

						来期スケジュ-ルを説明。（別紙) ライキ セツメイ ベツ シ

				1、東京オリンピック、パラリンピックを実施する計画で日程を調整した。 トウキョウ ジッシ ケイカク ニッテイ チョウセイ

				2、都ソ協:壮年大会を継続実施の要請があった（5/9&5/16予5/22)西町3面、三鷹大沢G ト キョウ ソウネン タイカイ ケイゾク ジッシ ヨウセイ ヨ ニシ マチ メン ミタカ オオサワ

				3、関東中学生大会（男・女)の後援要請有るが調布市行政は保留（8/8、9。予8/10、11) カントウ チュウガクセイ タイカイ オトコ ジョ コウエン ヨウセイ ア チョウフシ ギョウセイ ホリュウ ヨ

				4、エキジビションゲ-ムの継続（年二回シニア大会と女子、中学生との親善試合設定) ケイゾク ネン ニカイ タイカイ ジョシ チュウガクセイ シンゼン シアイ セッテイ

				5、近隣市との親睦試合の開催を検討（候補は三鷹、府中、狛江?) キンリン シ シンボク シアイ カイサイ ケントウ コウホ ミタカ フチュウ コマエ

				6、ジュニア、シニアスポ－ツ進行事業計画書の申請を検討（12月申請予定)→東京都体育協会 シンコウ ジギョウ ケイカク ショ シンセイ ケントウ ガツ シンセイ ヨテイ トウキョウト タイイク キョウカイ



				「コロナ感染防止への追加対応策」 カンセン ボウシ ツイカ タイオウ サク

				〇各チーム選手の検温を試合開始前に実施する。（整列時or用具点検時?)→担当理事、審判 カク センシュ ケンオン シアイ カイシマエ ジッシ セイレツ ジ ヨウグ テンケン ジ タントウ リジ シンパン

				〇消毒液を各ベンチに設置消毒励行を促す ショウドクエキ カク セッチ ショウドク レイコウ ウナガ

				〇大声の禁止、控え選手のマスク着用を再度徹底していく オオゴエ キンシ ヒカ センシュ チャクヨウ サイド テッテイ



				◆検討事項 ケントウ ジコウ

				1)2021年度大会日程と運営について ネンド タイカイ ニッテイ ウンエイ

				2)総会、監督会議、開閉会式の中止、抽選会、表彰式等簡素化の件 カントク シキ トウ ケン

				3)市民大会の年令別区分の見直し要。レベルに合わした組み合わせorシ-ド制導入を検討したい。 シミン タイカイ ネンレイ ベツ クブン ミナオ ヨウ ア ク ア セイ ドウニュウ ケントウ

				4)捕手マスクＳＧマ-クの件 ホシュ ケン



				反省事項 ハンセイ ジコウ

				1、試合インタ－バル間の時間配分見直し要（試合前の審判の打ち合わせ、G整備の指示等) シアイ カン ジカン ハイブン ミナオ ヨウ シアイ マエ シンパン ウ ア セイビ シジ トウ

				2、メンバ-表の内容チェツク、時間管理はグランド担当理事が責任持って実施する事 ヒョウ ナイヨウ ジカン カンリ タントウ リジ カンリ セキニン モ ジッシ コト

				6、大会期間中の理事の出席率低下（監督、選手の兼任、兄弟チ-ム応援等)で手薄になっている タイカイ キカン ナカ リジ シュッセキ リツ テイカ カントク センシュ ケンニン キョウダイ オウエン トウ テウス

				■		審判部　　　		10/25審判部反省研修会の報告 シンパン ブ ハンセイ ケンシュウカイ ホウコク

				■		体協 タイキョウ		清水体協幹事 シミズ タイキョウ カンジ

				■		事務局 ジムキョク

				山本会長、伊藤副会長、鈴木理事長、小倉審判部長、小笠原、小山、酒井、伊藤悦、庄司 ヤマモト カイチョウ イトウ フクカイチョウ スズキ リジチョウ オグラ シンパン ブチョウ オガサワラ コヤマ サカイ イトウ エツ ショウジ

				吉村、水上、清水、毛利、阿部、村上、熊捕、原田、岩澤、吉田忠、（市原)　各理事 ヨシムラ ミズカミ シミズ モウリ アベ ムラカミ クマトリ ハラダ イワサワ ヨシダ チュウ イチハラ カクリジ





令和3年2月

		理事各位 リジカクイ								 　　　　2021/5/23

								   　　　　　　　　　　　調布市ソフトボール連盟 チョウフシ レンメイ

				 令和3年5月理事会資料（第2回) レイワ ネン ツキ リジカイ シリョウ ダイ カイ						　　　理事長　鈴木健 リジチョウ スズキ ケン



		　■今後の行事計画 コンゴ ギョウジ ケイカク

				1、東京五輪予定（オリンピック7/22～8/8、パラリンピック8/24～9/6)＊否の場合相談 トウキョウ ゴリン ヨテイ イナ バアイ ソウダン

				2、春季・夏季・市民大会を予定。総会、監督会議当面３密避け中止、代表１名抽選会のみを実施 シュンキ カキ シミン タイカイ ヨテイ ソウカイ カントクカイギ トウメン ミツ サ チュウシ ダイヒョウ ナ チュウセンカイ ジッシ

				3)都ソ協から要請のある大会（三鷹連盟と共催)都の会場は台風などで河川敷、がけ崩れで不使用 ト キョウ ヨウセイ タイカイ ミタカレンメイ キョウサイ ト カイジョウ タイフウ カセンシキ クズ フシヨウ

				開催予定日		大会名		施設名		備考

				5/1６(日)・23（日）		都壮年FP大会		西町少年野球場２面、　　西町野球場１面		SPは稲城市で予定 イナギシ ヨテイ

				予備日２９日（土）		（全国大会予選）

				8/8（日)、8/9（月)  　　　　 8/7開会式、監督会議                         ヒ カイカイシキ カントクカイギ		関東中学校ソフトボ-ル大会（男８チーム・女１６チ-ム）		西町少年野球場２面		条件付きで内定。　　　　　8/6設営～8/11 ジョウケンツ ナイテイ セツエイ

								（内外野フェンス要) ナイ ガイヤ ヨウ

				10/1７（日)・24（日）		秋季レデ-ス大会		西町野球場１面orB面 メン		支部市民大会中、　　　　　大沢３面確保



				4、「ジュニア育成推進事業」　健全育成、中学との日程調整要 イクセイ スイシン ジギョウ ケンゼンイクセイ チュウガク ニッテイ チョウセイ ヨウ

				5、「シニアスポ-ツ推進事業」 スイシン ジギョウ

				　4.5.（いつ・誰が・どのように進める) ダレ スス

				・1/18調布体協から企画書の内容と予算額の説明受ける。東京都体協に申請中。 チョウフ タイキョウ キカクショ ナイヨウ ヨサンガク セツメイ ウ トウキョウト タイキョウ シンセイ ナカ

				・目的は底辺の拡大と、レベルup。将来的には連盟チームでの受け皿づくり。シニア活性化 モクテキ テイヘン カクダイ ショウライテキ レンメイ ウ ザラ カッセイカ

				・連盟独自でジュニア（少・中学生)のクリニック（研修会)と親善大会を２回/年計画していく。 レンメイ ドクジ ショウ チュウガクセイ ケンシュウカイ シンゼン タイカイ カイ ネン ケイカク

				・シニアの市民懇親大会として企画していく。（年２回)、日程、進め方、担当など決め実施する。 シミン コンシン タイカイ キカク ネン カイ ニッテイ スス カタ タントウ キ ジッシ

				・初の取り組みで理事、審判、公認指導者等の参加が必要。予算額約４０万円計上されている。 ハジ ト ク リジ シンパン コウニン シドウシャ トウ サンカ ヒツヨウ ヨサン ガク ヤク マンエン ケイジョウ

				6、北B近隣市との親善交流試合の開催を計画。（三鷹、府中、狛江、武蔵野)11/22予定 キタ キンリン シ シンゼン コウリュウ シアイ カイサイ ケイカク ミタカ フチュウ コマエ ムサシノ ヨテイ

				7、大会は8時試合開始。1日最大5試合を基本とし、試合のインタ－バルは30分とする。 タイカイ ジ シアイ カイシ ヒ サイダイ シアイ キホン シアイ フン



		  ■新型コロナウイルス感染防止対応 シンガタ カンセン ボウシ タイオウ

		①		体温測定は試合前の用具チェツク時に塁審がベンチ入りメンバ－全員実施する。体温計４個購入 タイオン ソクテイ シアイ マエ ヨウグ ジ ルイシン イ ゼンイン ジッシ タイオンケイ コ コウニュウ

		②		マスク着用→試合に参加している選手以外はマスクを着用してもらう チャクヨウ シアイ サンカ センシュ イガイ チャクヨウ

		③		両ベンチにアルコ-ル消毒ポンプを設置し、入出時に消毒を励行してもらう。 リョウ ショウドク セッチ ハイシュツ ジ ショウドク レイコウ

		④		3密を避ける行動→大きな声での応援や会話慎む、適正な各グランド本部席のデイスタンス変更。 ミツ サ コウドウ オオ コエ オウエン カイワ ツツシ テキセイ カク ホンブ セキ ヘンコウ



		  ■連絡事項 レンラクジコウ

				事務局　  　 3/13抽選会(たづくり映像シアタ－)の件。参加理事、役割分担等 ジムキョク チュウセンカイ エイゾウ ケン サンカ リジ ヤクワリブンタン トウ

				審判部　　　伝達講習会の件、その他 シンパンブ デンタツ コウシュウカイ ケン タ

				体協関連　　清水幹事 タイキョウ カンレン シミズカンジ

		    「明るいニュース] アカ

		   *調布市体協fソフトボ-ル連盟を東京都功労者表彰に推薦しています。 チョウフシ タイキョウ レンメイ トウキョウト コウロウシャ ヒョウショウ スイセン

		   *市原審判員が全日本中学生大会に東京都代表して派遣要請が来てます。(8/21～24茨城水戸) イチハラ シンパンイン ゼンニホン チュウガクセイ タイカイ トウキョウト ダイヒョウ ハケン ヨウセイ キ イバラギ ミト



				＊行事予定の推進役を分担して進めたい、鈴木（案)です。 ギョウジ ヨテイ スイシンヤク ブンタン スス スズキ アン						広報、写真　毛利理事 コウホウ シャシン モウリ リジ

				■役割分担表 ヤクワリ ブンタン ヒョウ		推進担当理事 スイシン タントウ リジ				推進担当理事 スイシン タントウ リジ

				大会委員長 タイカイ イインチョウ		伊藤（悦)副理事長 イトウ エツ フクリジチョウ		北B近隣親善交流大会 キタ キンリン シンゼン コウリュウ タイカイ		鈴木理事長、原田理事 スズキ リジチョウ ハラダ リジ

				コロナ感染防止責任者 カンセン ボウシ セキニンシャ		伊藤（金)副会長、水上理事 イトウ キン フク カイチョウ ミズカミ リジ		都レティ゛ス大会 ト タイカイ		吉田(忠)副部長、鈴木理事長 ヨシダ チュウ フクブチョウ スズキ リジチョウ

				抽選会責任者 チュウセンカイ セキニンシャ		小笠原事務局長、岩澤理事 オガサワラ ジム キョクチョウ イワサワ リジ		都壮年大会 ト ソウネン タイカイ		小倉審判部長、小笠原事務局 オグラ シンパン ブチョウ オガサワラ ジムキョク

				ジュニア育成企画 イクセイ キカク		伊藤副理事長・村上理事 イトウ フクリジチョウ ムラカミ リジ		関東中学生大会 カントウ チュウガク セイ タイカイ		市原副部長、鈴木理事長 イチハラ フク ブチョウ スズキ リジチョウ

				シニアスポ-ツ推進 スイシン		酒井副部長、清水理事 サカイ フク ブチョウ シミズ リジ		公認指導員 コウニン シドウイン		吉村、阿部、岩澤理事 ヨシムラ アベ イワサワ リジ

				山本会長、伊藤副会長、鈴木理事長、小倉審判部長、小笠原、小山、酒井、伊藤悦 ヤマモト カイチョウ イトウ フクカイチョウ スズキ リジチョウ オグラ シンパン ブチョウ オガサワラ コヤマ サカイ イトウ エツ

				吉村、水上、清水、毛利、村上、原田、岩澤、吉田忠、市原 　欠席)熊捕、阿部、庄司未定 ヨシムラ ミズカミ シミズ モウリ ムラカミ ハラダ イワサワ ヨシダ チュウ イチハラ ケッセキ クマトリ アベ ショウジ ミテイ
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		理事各位 リジカクイ								 2021/5/23

										   調布市ソフトボール連盟 チョウフシ レンメイ

						 令和3年5月理事会資料（第2回) レイワ ネン ツキ リジカイ シリョウ ダイ カイ						理事長　鈴木健 リジチョウ スズキ ケン



				■行事結果 ギョウジ ケッカ

				結果 ケッカ		行事名 ギョウジ ナ		日程 ニッテイ		施設名		備考

				中止 チュウシ		技術講習会 ギジュツコウシュウカイ		3/7＆3/14		関東村Ａ４ カントウムラ		緊急事態宣言中 キンキュウジタイ センゲンチュウ

				中止 チュウシ		審判伝達講習会 シンパン デンタツ コウシュウカイ		44269		大町スポ-ツ施設 オオマチ シセツ		北B研修会参加 キタ ケンシュウカイ サンカ

				大会完了 タイカイ カンリョウ		春季大会 シュンキ タイカイ		3/２１～4/25		関東村＆西町 カントウムラ ニシマチ		後半西町２週 コウハン ニシマチ シュウ

				延期（三鷹・調布中止） エンキ ミタカ チョウフ チュウシ		都壮年FP大会		7/1０、18、25変更 ヘンコウ		稲城市変更 イナギシ ヘンコウ		調布ライズ チョウフ

				中止 チュウシ		都民大会 トミンタイカイ		5/1５、16、22		江戸川、武蔵村山 エドガワ ムサシ ムラヤマ		5/12決定 ケッテイ

				延期 エンキ		都エルダ-大会 ト タイカイ		5/2３、29		稲城市 イナギシ		混成、ﾋﾞｭ-ﾃｨｽﾀ-ｽﾞ コンセイ

				■今後の行事計画 コンゴ ギョウジ ケイカク

				日程 ニッテイ		行事内容 ギョウジ ナイヨウ		施設 シセツ		備考

				5/30～7/11		夏季大会 カキタイカイ		関東村・西町 カントウムラ ニシマチ		5/23代理抽選会 ダイリ チュウセンカイ

				6/5（１８時～) ジ		北ブロック総会 キタ ソウカイ		小金井前原集会場 コガネイ マエハラ シュウカイジョウ		鈴木、小倉参加予定 スズキ オグラ サンカ ヨテイ

				6/6、1３（予29) ヨ		一般社会人男子 イッパン シャカイ ジン ダンシ		あきる野小和田 ノ コワダ		２チ-ム（エンジェルス、石原ダンディス) イシハラ

				6/6、1３（予29) ヨ		レデイス大会 タイカイ		板橋戸田緑地 イタバシ トダ リョクチ		ブル－ドルフィンズ

				6/2６、2７、7/4		実年FP大会 ジツネン タイカイ		青梅市、瑞穂町 オウメ シ ミズホマチ		調布G2 チョウフ

				中止（9/1２、19） チュウシ		市町村大会 シチョウソンタイカイ		西東京、清瀬、小平 ニシトウキョウ キヨセ コダイラ

				*5/7～9日本リ-グ女子大会（太田スタジアム)は無観客試合となり前売り券は払い戻しとなった。 ニホン ジョシ タイカイ オオタ ムカンキャク シアイ マエウ ケン ハラ モド

				*7/２２～東京オリンピック、パラリンピック開催予定。（駐車場等の規制あり) トウキョウ カイサイ ヨテイ チュウシャジョウ トウ キセイ

				*ジュニア育成事業、シニアスポ-ツ振興事業は緊急事態宣言中は中止が発令されている イクセイジギョウ シンコウジギョウ キンキュウジタイ センゲンチュウ チュウシ ハツレイ

				*夏季大会は梅雨～暑い時期での開催となる高齢者の熱中症対策には配慮していく カキタイカイ ツユ アツ ジキ カイサイ コウレイシャ ネッチュウショウ タイサク ハイリョ



				■コロナ感染防止対応（春季大会と同様な取り組みを継続) ケイゾク

				1、出場チ-ムは「参加者名簿」&「施設使用に係る感染症対策チェツクリスト」を試合前に提出。 シュツジョウ サンカシャ メイボ シセツ シヨウ カカ カンセンショウ タイサク シアイ マエ テイシュツ

				2、試合直前にはチ-ム全員の体温測定を継続する。 シアイ チョクゼン ゼンイン タイオン ソクテイ ケイゾク

				３、フイジカルディスタンスの確保（ミィテング、グランド本部、Ｅ１&西町ベンチ内での距離) カクホ ホンブ ニシマチ ナイ キョリ

				４、チームクラスタ－の防止（アルコ-ルを伴う飲食は自粛する様連絡・指導していく) ボウシ トモナ インショク ジシュク ヨウ レンラク シドウ



				◆検討及び徹底事項 ケントウ オヨ テッテイ ジコウ

				１、Ｓリーグ規定の改定案 キテイ カイテイ アン

				複数チーム勝ち点が同点の場合の順位決定の方法を改訂したい。 フクスウ カ テン ドウテン バアイ ジュンイ ケッテイ ホウホウ カイテイ

				改定案:守備・攻撃イニング数は大きく変化していなく平均3.5イニングとなっている事から カイテイアン シュビ コウゲキ スウ オオ ヘンカ ヘイキン コト

				失点数の低いチーム、得点数の高いチームの順で決定したい。それでも同点の場合は得点－失点 シッテンスウ ヒク トクテンスウ タカ ジュン ケッテイ ドウテン バアイ トクテン シッテン

				の高い順で決める。更に同点の場合は選手９名のジャンケンで決する。 タカ ジュン キ サラ ドウテン バアイ センシュ ナ ケッ

				２、西町で試合前練習 ニシマチ シアイマエ レンシュウ

				試合中外野を使っての練習はキャツチボ-ル&トスバッテイングまでとする。フリーハッティング シアイ ナカ ガイヤ ツカ レンシュウ

				や芝生内ではバット使用、試合の障害となると思われる練習は禁止とする。 シバフ ナイ シヨウ シアイ ショウガイ オモ レンシュウ キンシ

				３、駐車場の使用について チュウシャ ジョウ シヨウ

				関東村:事務所前とA5、Ａ６前の駐車場しか使用できない。（パラオリ終了の９/中旬迄) カントウムラ ジムショ マエ マエ チュウシャジョウ シヨウ シュウリョウ チュウジュン マデ

				事前の場所取りでポール配置は禁止、区画を専用化するのは禁止。 ジゼン バショト ハイチ キンシ クカク センヨウカ キンシ

				チ－ム:乗り入れ台数は決めて最小限にする。→乗合、自転車、公共交通機関、徒歩とする ノ イ ダイスウ キ サイショウゲン ノリアイ ジテンシャ コウキョウ コウツウ キカン トホ

				理事・審判:現地への運搬車両（事務局、飲み物、弁当購入)２台。役員乗合車のみとする リジ シンパン ゲンチ ウンパン シャリョウ ジムキョク ノ モノ ベントウ コウニュウ ダイ ヤクイン ノリアイ シャ

				西町:都立武蔵野公園駐車場はオリンピック期間は使用禁止。 ニシマチ トリツ ムサシノ コウエン チュウシャジョウ キカン シヨウキンシ

				有料駐車場を使用する際は理事長か事務局長の承認を受け清算する事。 ユウリョウ チュウシャジョウ シヨウ サイ リジチョウ ジムキョク チョウ ショウニン ウ セイサン コト

				□代理抽選会 ダイリチュウセンカイ

				理事会終了後に実施する。メンバ－やり方は事務局より リジカイ シュウリョウゴ ジッシ カタ ジムキョク

				□連絡事項 レンラクジコウ

				体協幹事 タイキョウカンジ

				審判部 シンパンブ

				山本会長、伊藤副会長、鈴木理事長、小倉審判部長、小笠原事務局長、小山、酒井、伊藤悦、庄司 ヤマモト カイチョウ イトウ フクカイチョウ スズキ リジチョウ オグラ シンパン ブチョウ オガサワラ ジムキョクチョウ コヤマ サカイ イトウ エツ ショウジ

				吉村、水上、清水、毛利、阿部、村上、熊捕、原田、岩澤、吉田忠、市原 各理事 ヨシムラ ミズカミ シミズ モウリ アベ ムラカミ クマトリ ハラダ イワサワ ヨシダ チュウ イチハラ カクリジ



















令和３年8月 

		理事各位 リジカクイ								 2021/8/21

										   調布市ソフトボール連盟 チョウフシ レンメイ

						 令和3年8月理事会資料（第3回) レイワ ネン ツキ リジカイ シリョウ ダイ カイ						理事長　鈴木健 リジチョウ スズキ ケン



				■行事結果 ギョウジ ケッカ

				日程 ニッテイ		行事名 ギョウジ ナ		場所 バショ		結果 ケッカ

				5/30～7/11		夏季大会 カキタイカイ		関東村・西町 カントウムラ ニシマチ		2週雨で中止順延。7/18終了する。 シュウ アメ チュウシ ジュンエン シュウリョウ

				6/6、1３（予29) ヨ		一般社会人男子 イッパン シャカイ ジン ダンシ		あきる野小和田 ノ コワダ		エンジェルス、石原ダンディス初戦で敗退 イシハラ ショセン ハイタイ

				6/6、1３（予29) ヨ		レデイス大会 タイカイ		板橋戸田緑地 イタバシ トダ リョクチ		ブル－ドルフィンズ3位 イ

				6/2６、2７、7/4		実年FP大会 ジツネン タイカイ		青梅市、瑞穂町 オウメ シ ミズホマチ		調布G2　２回戦敗退 チョウフ カイセン ハイタイ

				7/10、1８、25		都壮年FP大会		稲城市多摩川公園 イナギシ タマガワ コウエン		北の台ノ－ス初戦敗退、ライズ2回戦敗退 キタ ダイ ショセン ハイタイ カイセン ハイタイ

				7/1１、18		エルダ－大会 タイカイ		日野市万願寺公園 ヒノシ マンガンジ コウエン		B・D混成チーム優勝。全国大会出場 コンセイ ユウショウ ゼンコクタイカイ シュツジョウ

				8/１、8		都エルデイスト大会 ト タイカイ		武蔵村山 ムサシムラヤマ		ビュ－ティスタ－ズ３位全国大会出場 イ ゼンコク タイカイ シュツジョウ

				44407		審判反省会 シンパン ハンセイカイ		国領あくろす コクリョウ		春季/夏季大会の審判部の反省研修会 シュンキ カキタイカイ シンパンブ ハンセイ ケンシュウカイ

				8/８、9、1０、11（予備) ヨビ		関東中学生大会 カントウ チュウガクセイ タイカイ		西町、大沢G ニシマチ オオサワ		8/8&9雨で中止。8/11終了。 アメ チュウシ シュウリョウ

				1、Ｓリーグ順位決定方法の規約改訂。最終戦まで接戦勝ち点で調布エンジェルスが優勝。 ジュンイ ケッテイ ホウホウ キヤク カイテイ サイシュウセン セッセン カ テン チョウフ ユウショウ

				2、上部大会の日程変更等で審判の派遣要請がが多くやりくりに苦労していた。 ジョウブ タイカイ ニッテイ ヘンコウトウ シンパン ハケン ヨウセイ オオ クロウ

				3、判定での疑義①プレイヤ－交代&無通告交代の件②オレンジベースの扱い③打ち合わせ可否の解釈 ハンテイ ギギ コウタイ ムツウコク コウタイ ケン アツカ ウ ア カヒ カイシャク

				　　④守備妨害か走塁妨害？の件→7/3０の審判事例研究で検討された。 ソウルイ ボウガイ

				4、試合球が数個ひび割れ有ることを試合中発見（現物を業者で分析)→小倉部長 シアイ キュウ スウコ ワ ア シアイ チュウ ハッケン ゲンブツ ギョウシャ ブンセキ オグラ ブチョウ

				５、関東中学生大会　8/6グランド作り、8/10大沢4面+西町2面。予備日１１日西町３面で完結した。 カントウ チュウガクセイ タイカイ ヅク オオサワ メン ニシマチ メン ヨビビ ヒ ニシマチ メン カンケツ

				■コロナ感染防止対応（春季大会と同様な取り組みを継続してきた) ケイゾク

				１、連盟関係者、選手、チーム内クラスタ－の感染者や濃厚接触者の発症報告はなかった。 レンメイカンケイシャ センシュ ナイ カンセンシャ ノウコウセッショクシャ ハッショウ ホウコク

				２、シニア層のワクチン接種者80%推移しているが、デルタ株がまん延している。 ソウ セッシュ シャ スイイ カブ エン

				3、緊急事態宣言が9/12迄延長。調布市の感染者も3500人を超える。 キンキュウジタイセンゲン マデ エンチョウ チョウフシ カンセンシャ ヒト コ

				■徹底事項 テッテイ ジコウ

				１)オリパラの規制（8/24～9/5) キセイ

				9/30迄甲州街道味スタ前交差点からは防護壁で封鎖。アーバンＨ前を右折し、う回路を利用し入場する。 マデ コウシュウカイドウ アジ マエ コウサテン ボウゴヘキ フウサ マエ ウセツ カイロ リヨウ ニュウジョウ

				8/２５～29車椅子バスケで管理所前駐車場は使用禁止。10/15迄A4とＡ5の駐車側テロ防止壁設置 クルマ イス カンリ ジョ マエ チュウシャジョウ シヨウ キンシ マデ チュウシャ ガワ ロソク ボウシ カベ セッチ

				２)無料駐車場の利用について ムリョウ チュウシャジョウ リヨウ

				管理事務所前の駐車場の台数制限は継続していく。スタッフ、チ－ム車での入場制限協力を・・ カンリジムショ マエ チュウシャジョウ ダイスウ セイゲン ケイゾク クルマ ニュウジョウ セイゲン キョウリョク

				3)8/7の強風でA5レフト側のポプラ倒木、Ｅ１のネット一部破壊する。倒木は撤去、ネット修理8/末。 キョウフウ ガワ トウボク イチブ ハカイ トウボク テッキョ シュウリ マツ

				■市民大会 シミンタイカイ

				①５０チ-ム出場登録される（一般2９、壮年7、実年８、シニア3、女子3チーム)一般は１ブロック制とする。 シュツジョウ トウロク イッパン ソウネン ジツネン ジョシ イッパン セイ

				②Ｅ１球場は練習場として活用。（Ａ４＆Ａ６＆西町を使用し５試合/日で消化予定) キュウジョウ レンシュウ ジョウ カツヨウ ニシマチ シヨウ シアイ ヒ ショウカ ヨテイ

				③都レディス秋季大会は西町野球場の提供のみで了解得ている（支部大会中でお手伝い不可) ト シュウキタイカイ ニシマチ ヤキュウジョウ テイキョウ リョウカイ エ シブタイカイ ナカ テツダ フカ

				■今後の行事計画 コンゴ ギョウジ ケイカク

				日程 ニッテイ		行事内容 ギョウジ ナイヨウ		施設 シセツ		備考

				44429		理事会&抽選会 リジカイ チュウセンカイ		たづくり映像ｼｱﾀ- エイゾウ		市民大会の代理抽選会 シミンタイカイ ダイリ チュウセンカイ

				9/19～11/1（予) ヨ		市民大会 シミンタイカイ		関東村・西町 カントウムラ ニシマチ

				2021/9/23（祝) シュク		シニア合同交流会 ゴウドウ コウリュウカイ		西町野球場 ニシマチ ヤキュウジョウ		シニアスポ-ツ振興事業行事 シンコウジギョウ ギョウジ

				9/25、10/2、16		シニア健康スポ-ツ ケンコウ		武蔵村山市 ムサシムラヤマ シ

				44486		ジュニア交流会 コウリュウカイ		未定 ミテイ		ジュニア育成地域推進事業① イクセイ チイキ スイシン ジギョウ

				10/17、24、３１（予)		都レディス秋季大会 ト シュウキ タイカイ		西町野球場 ニシマチ ヤキュウジョウ		三鷹大沢Gと共同開催 ミタカ オオサワ キョウドウ カイサイ

				44500		近隣支部交流会 キンリン シブ コウリュウカイ		西町Ａ＆Ｂ ニシマチ		ジュニア育成地域推進事業② イクセイ チイキ スイシン ジギョウ

				44507		技術講習会 ギジュツコウシュウカイ		関東村Ａ４ カントウムラ		ル-ル勉強会監督対象 ベンキョウカイ カントク タイショウ

				44514		審判研修会 シンパン ケンシュウカイ		関東村Ａ４ カントウムラ		審判部 シンパン ブ

				44522		近隣支部交流会 キンリン シブ コウリュウカイ		西町Ａ＆Ｂ ニシマチ		三鷹、府中支部との交流試合 ミタカ フチュウ シブ コウリュウシアイ

				11/2０、2１、23		一般社会人秋季大会 イッパン シャカイジン シュウキ タイカイ		八王子滝ケ原 ハチオウジ タキガハラ		一般社会人男子 イッパン シャカイジン ダンシ

				＊ジュニア育成推進事業、シニアスポ-ツ推進事業の日程調整し実施していきたい。 イクセイ スイシン ジギョウ スイシン ジギョウ ニッテイ チョウセイ ジッシ

				＊三鷹支部との交流（理事、審判、交流試合)を積極的に進める。 ミタカシブ コウリュウ リジ シンパン コウリュウジアイ セッキョクテキ スス

				■連絡事項 レンラクジコウ

				体協幹事、審判部、事務局 タイキョウカンジ シンパンブ ジムキョク

				山本会長、伊藤副会長、鈴木理事長、小倉審判部長、小笠原事務局長、小山、酒井、伊藤悦、庄司 ヤマモト カイチョウ イトウ フクカイチョウ スズキ リジチョウ オグラ シンパン ブチョウ オガサワラ ジムキョクチョウ コヤマ サカイ イトウ エツ ショウジ

				吉村、水上、清水、毛利、阿部、村上、熊捕、原田、岩澤、吉田忠、市原 各理事 ヨシムラ ミズカミ シミズ モウリ アベ ムラカミ クマトリ ハラダ イワサワ ヨシダ チュウ イチハラ カクリジ



















令和３年１２月

		理事各位 リジカクイ								 2021/12/11

										   調布市ソフトボール連盟 チョウフシ レンメイ

						 令和3年12月理事会資料（第4回) レイワ ネン ツキ リジカイ シリョウ ダイ カイ						理事長　鈴木健 リジチョウ スズキ ケン



				■行事結果 ギョウジ ケッカ

				日程 ニッテイ		行事名 ギョウジ ナ		場所 バショ		結果 ケッカ

				9/19～10/31		市民大会 シミンタイカイ		関東村・西町 カントウムラ ニシマチ		9/19＆10/17グランド不良中止 フリョウ チュウシ

				2021/9/23（祝) シュク		シニア合同交流会 ゴウドウ コウリュウカイ		西町野球場 ニシマチ ヤキュウジョウ		選手３６名、スタッフ８名参加 センシュ ナ ナ サンカ

				9/25、10/2、16		シニア健康スポ-ツ ケンコウ		武蔵村山市 ムサシムラヤマ シ		たま．しにあ－ず（１回戦敗退) カイセン ハイタイ

				10/17、24、３１（予)		都レディス秋季大会 ト シュウキ タイカイ		西町野球場 ニシマチ ヤキュウジョウ		ブルドル、ダンディ－スゼロ（２回戦敗退) カイセン ハイタイ

				11/7日 ヒ		家庭婦人 カテイフジン		稲城緑地公園 イナギ リョクチ コウエン		ビュ－テイスターズ（３位) イ

				44507		壮年ＳＰ ソウネン		稲城緑地公園 イナギ リョクチ コウエン		ペアレンツ（１回戦敗退) カイセン ハイタイ

				44507		ジュニアクリニック①		関東村Ａ４ カントウムラ		ジュニア育成地域推進事業 イクセイ チイキ スイシン ジギョウ

				44514		ジュニアクリニック②		関東村Ａ４ カントウムラ		ジュニア育成地域推進事業 イクセイ チイキ スイシン ジギョウ

				11/2０、2１、23		一般男子秋季大会 イッパン ダンシ シュウキ タイカイ		八王子滝ケ原 ハチオウジ タキガハラ		一般社会人男子（エンジェルス一回戦敗退) イッパン シャカイジン ダンシ イッカイセン ハイタイ

				44521		ジュニア交流試合 コウリュウ ジアイ		関東村Ａ４ カントウムラ		ジュニア育成地域推進事業 イクセイ チイキ スイシン ジギョウ

				44521		北Ｂ女子大会 キタ ジョシ タイカイ		府中是政Ｇ フチュウ コレマサ		Ｂ．Ｓ、ダンデイズ・ゼロ（予選敗退) ヨセンハイタイ

				44523		シニア合同交流会 ゴウドウ コウリュウカイ		西町Ａ面 ニシマチ メン		シニアスポ-ツ推進事業 スイシン ジギョウ

				44528		近隣支部交流会 キンリン シブ コウリュウカイ		三鷹大沢Ｃ面 ミタカ オオサワ メン		三鷹、府中支部との交流試合（北の台ノ－ス) ミタカ フチュウ シブ コウリュウシアイ キタ ダイ

				44528		北Ｂ小学生大会 キタコ ショウガクセイ タイカイ		国立市 クニタチシ		二小参加（１回戦敗退) ニ ショウ サンカ カイセン ハイタイ

				44535		北Ｂ審判３種認定会 キタ シンパン シュ ニンテイカイ		大町スポ-ツ施設 オオマチ シセツ		都審判認定会主催。１７名受講 ト シンパン ニンテイカイ シュサイ ナ ジュコウ



				■特記事項 トッキ ジコウ

				１、市民大会は東京オリパラの開催（7/22～9/5)で例年より遅いスタートとなった。 シミンタイカイ トウキョウ カイサイ レイネン オソ

				２、都レディス大会と支部市民大会の日程が被ったが西町３球場を使用し消化できた。 ト タイカイ シブ シミンタイカイ ニッテイ カブ ニシマチ キュウジョウ シヨウ ショウカ

				3、9月３０日緊急事態宣言解除になり、ジュニア育成推進事業、シニアスポ-ツ推進事業を実施した。 ガツ ニチ キンキュウジタイ センゲン カイジョ イクセイ スイシン ジギョウ スイシンジギョウ ジッシ

				４、近隣支部との親睦大会を企画。３市府中、三鷹市との交流試合を実施 キンリン シブ シンボク タイカイ キカク シ フチュウ ミタカ シ コウリュウジアイ ジッシ



				■年間での主な取り組み内容 ネンカン オモ ト ク ナイヨウ

				１、コロナ緊急事態宣言に伴い会議（総会、監督会議、伝達講習、役員会、理事会等)は極力中止。 キンキュウジタイ センゲン トモナ カイギ ソウカイ カントクカイギ デンタツコウシュウ ヤクインカイ リジカイ トウ キョクリョク チュウシ

				２、春・夏・市民大会共に開催した。代理抽選会で大会組み合わせを決定し連盟ＨＰで展開した。 ハル ナツ シミン タイカイ トモ カイサイ ダイリ チュウセンカイ タイカイ ク ア ケッテイ レンメイ テンカイ

				３、東京オリンピック開催に伴い、施設、駐車場、周辺道路の規制から期間中連盟行事は停止。 トウキョウ カイサイ トモナ シセツ チュウシャジョウ シュウヘンドウロ キセイ キカンチュウ レンメイ ギョウジ テイシ

				４、関東中学生男女大会を三鷹支部と共同開催。8/6事前準備に10名参加。8/8&9日雨で中止となった カントウ チュウガクセイ ダンジョ タイカイ ミタカ シブ キョウドウ カイサイ ジゼン ジュンビ ナ サンカ ヒ アメ チュウシ

				５、都ソ協より市原審判員全日本中学生大会への派遣要請あり参加する。（8/21～24茨城水戸市) ト キョウ イチハラ シンパン イン ゼンニホン チュウガクセイ タイカイ ハケン ヨウセイ サンカ イバラギ ミト シ

				6、Ｓリーグの規定を改訂（複数チーム勝ち点が同点の場合の決定の方法を改訂した) キテイ カイテイ フクスウ カ テン ドウテン バアイ ケッテイ ホウホウ カイテイ

				7、出場チ-ムは「参加者名簿」&「感染症対策チェツクリスト」の提出と体温測定を継続実施した。 シュツジョウ サンカシャ メイボ カンセンショウ タイサク テイシュツ タイオンソクテイ ケイゾク ジッシ

				８、前半上部大会の中止が続出。後半審判員の派遣要請に対し過去最大の貢献となる。 ゼンハン ジョウブタイカイ チュウシ ゾクシュツ コウハン シンパンイン ハケンヨウセイ タイ カコ サイダイ コウケン

				9、Ｅ１球場は練習場として公開、活用してもらう。（Ａ４＆Ａ６＆西町を使用し消化) キュウジョウ レンシュウ ジョウ コウカイ カツヨウ ニシマチ シヨウ ショウカ



				■来期の継続検討事項 ライキ ケイゾク ケントウ ジコウ

				１、ジュニア育成事業の継続。（健全育成、支部内エリア大会等との日程調整要)積極的なＰＲ活動 イクセイ ジギョウ ケイゾク ケンゼン イクセイ シブナイ タイカイ トウ ニッテイ チョウセイ ヨウ セッキョクテキ カツドウ

				２、東京都大会への参加チーム（技術レベル強化と積極的なコラボレーションで選手補強) トウキョウト タイカイ サンカ ギジュツ キョウカ セッキョクテキ センシュ ホキョウ

				３、市民大会一般の部を２ブロック制への提案（①Ｓ、１部、２部②３部、新規) シミンタイカイ イッパン ブ セイ テイアン ブ ブ ブ シンキ

				４、近隣地区親睦大会の継続（３市、他支部)。三鷹、府中女子チーム調布支部大会参加。 キンリン チク シンボクタイカイ ケイゾク シ タ シブ ミタカ フチュウ ジョシ チョウフ シブ タイカイ サンカ

				５、審判員の大会、講習会参加者向上対策と球審の育成。 シンパンイン タイカイ コウシュウカイ サンカシャ コウジョウ タイサク キュウシン イクセイ



				■連絡事項 レンラクジコウ

				体協幹事、審判部、事務局 タイキョウカンジ シンパンブ ジムキョク



				■アンケ－トへの協力 キョウリョク



				山本会長、伊藤副会長、鈴木理事長、小倉審判部長、小笠原事務局長、小山、酒井、伊藤悦、庄司 ヤマモト カイチョウ イトウ フクカイチョウ スズキ リジチョウ オグラ シンパン ブチョウ オガサワラ ジムキョクチョウ コヤマ サカイ イトウ エツ ショウジ

				吉村、水上、清水、毛利、阿部、村上、熊捕、原田、岩澤、吉田忠、市原 各理事 ヨシムラ ミズカミ シミズ モウリ アベ ムラカミ クマトリ ハラダ イワサワ ヨシダ チュウ イチハラ カクリジ



















令和４年１月

		理事各位 リジカクイ								 2022/1/15

										   調布市ソフトボール連盟 チョウフシ レンメイ

						 令和4年1月理事会資料（第1回) レイワ ネン ツキ リジカイ シリョウ ダイ カイ



				■行事結果 ギョウジ ケッカ

				日程 ニッテイ		行事名 ギョウジ ナ		場所 バショ		結果 ケッカ

				44576		第一回理事会 ダイイッカイ リジカイ		あくろす会議室 カイギシツ

				44590		北Ｂ理事会 キタ リジカイ		小金井上之原 コガネイ ウエノハラ

				44591		調布市駅伝大会 チョウフシ エキデン タイカイ		味スタ アジ		チ-ム500→300縮小　区も減少 シュクショウ ク ゲンショウ

				44618		第２回理事会予定 ダイ カイ リジカイ ヨテイ		あくろす会議室 カイギシツ

				44619		都審判委員会 ト シンパンイインカイ

				44632		支部総会、監督会議 シブ ソウカイ カントクカイギ		あくろす会議室 カイギシツ

				44626		都伝達講習会 ト デンタツ コウシュウカイ

				44633		支部審判伝達講習会 シブ シンパン デンタツ コウシュウカイ		大町スポ-ツ施設 オオマチ シセツ

				44633		技術講習会 ギジュツコウシュウカイ

				春季大会 シュンキ タイカイ		関東村、西町 カントウムラ ニシマチ



				■改選の件 カイセン ケン

				規約第５条に基づき初めての改選→今後も改選は２年後 キヤク ダイ ジョウ モト ハジ カイセン コンゴ カイセン ネン ゴ

				定年制　副会長、ブロック長７８歳未満、理事、常務理事、参事、は７５歳未満 テイネン セイ フクカイチョウ チョウ サイ ミマン リジ ジョウムリジ サンジ サイ ミマン

				会長、評議員、顧問、参与は定年制適用無し。→組織活性化、公平差、世代交代は必要 カイチョウ ヒョウギイン コモン サンヨ テイネンセイ テキヨウナ ソシキ カッセイカ コウヘイ サ セダイコウタイ ヒツヨウ

				〇世代交代は最大限考慮しながらの活動として考える。 セダイコウタイ サイダイゲン コウリョ カツドウ カンガ



				■委嘱の件 イショク ケン

				事務局長、会計、副理事長は留任。審判部長は小倉退任（任命責任者反省)吉田忠男部長。審判部推薦 ジムキョク チョウ カイケイ フクリジチョウ リュウニン シンパンブチョウ オグラ タイニン ニンメイセキニン シャ ハンセイ ヨシダ タダオ ブチョウ シンパン ブ スイセン

				審判部の組閣は審判部長が今後決める。小倉は審判部の顧問か相談役（育成） シンパンブ ソカク シンパンブチョウ コンゴ キ オグラ シンパンブ コモン ソウダンヤク イクセイ

				新任の挨拶（吉田部長)役員となる シンニン アイサツ ヨシダ ブチョウ ヤクイン

				加村委員長　審判主任　都民大会（吉田)、シニア健康スポ（酒井最後の１期)市原（高体連主任に昇格) カムラ イインチョウ シンパンシュニン トミンタイカイ ヨシダ ケンコウ サカイ サイゴ キ イチハラ コウタイレン シュニン ショウカク



				■コロナに関する件 カン ケン

				オミクロンが拡大し「調布市の感染防止対策方針」1/30まで発令される。レベルが上がれば方針改訂 カクダイ チョウフシ カンセンボウシ タイサク ホウシン ハツレイ ア ホウシン カイテイ

				調布市1/14　４７４５人。学級閉鎖①若葉小５年２組②３中１年１組　1/17～21まで チョウフシ ヒト ガッキュウヘイサ ワカバ ショウ ネン クミ チュウ ネン クミ

				ワクチン接種　３回目前倒し検討。集団、個別接種。接種券到着者 セッシュ カイメ マエダオ ケントウ シュウダン コベツ セッシュ セッシュ ケン トウチャク シャ

				無料ＰＣＲ検査実施中。 ムリョウ ケンサ ジッシ ナカ

				施設:規制される可能性あり シセツ キセイ カノウセイ



				■年間行事予定 ネンカン ギョウジ ヨテイ

				行事日程と施設使用一覧、都ソ協の主な行事 ギョウジ ニッテイ シセツ シヨウ イチラン ト キョウ オモ ギョウジ

				総会は企画中。北ブロック開催の大会には運営手伝い、審判派遣の要請 ソウカイ キカク ナカ キタ カイサイ タイカイ ウンエイ テツダ シンパン ハケン ヨウセイ

				レディス秋季大会のみ調布、三鷹で開催。壮年ＦＰは未定 シュウキ タイカイ チョウフ ミタカ カイサイ ソウネン ミテイ



				■アンケ－トの結果 ケッカ













				山本会長、伊藤、鈴木、小笠原、小山、酒井、伊藤悦、 ヤマモト カイチョウ イトウ スズキ オガサワラ コヤマ サカイ イトウ エツ

				吉村、水上、清水、毛利、阿部、村上、原田、岩澤、吉田忠、各理事 ヨシムラ ミズカミ シミズ モウリ アベ ムラカミ ハラダ イワサワ ヨシダ チュウ カクリジ



















令和４年２月役員会

		理事各位 リジカクイ



				 令和4年2月役員会用資料（案) レイワ ネン ツキ ヤクインカイ ヨウ シリョウ アン						R4.2.23鈴木作成 スズキ サクセイ



				■行事経過と今後の予定 ギョウジ ケイカ コンゴ ヨテイ

				日程 ニッテイ		行事名 ギョウジ ナ		場所 バショ		結果 ケッカ

				44576		第一回理事会 ダイイッカイ リジカイ		あくろす会議室 カイギシツ		役員・理事の改選 ヤクイン リジ カイセン

				44590		北Ｂ理事会 キタ リジカイ		小金井上之原 コガネイ ウエノハラ		鈴木参加 スズキ サンカ

				44591		調布市駅伝大会 チョウフシ エキデン タイカイ		味スタ アジ		中止 チュウシ

				44619		都審判委員会 ト シンパンイインカイ				中止 チュウシ

				44625		第２回理事会予定 ダイ カイ リジカイ ヨテイ		あくろす会議室 カイギシツ

				44626		都伝達講習会 ト デンタツ コウシュウカイ				中止決定 チュウシ ケッテイ

				44627		スポ-ツ医学サポ－ト イガク		たづくり10階 カイ		体協主催グッドコ－チング タイキョウ シュサイ

				44632		支部総会、監督会議 シブ ソウカイ カントクカイギ		あくろす会議室 カイギシツ		限定条件付きで開催？ ゲンテイジョウケン ツ カイサイ

				44633		審判部会＆伝達講習会 シンパン ブカイ デンタツ コウシュウカイ		大町スポ-ツ施設 オオマチ シセツ		検討中 ケントウチュウ

				44633		技術講習会 ギジュツコウシュウカイ		西町Ａ面 ニシマチ メン		春季大会前のグランド開放日 シュンキ タイカイ マエ カイホウビ

				春季大会 シュンキ タイカイ		関東村、西町 カントウムラ ニシマチ		3/20～



				■役員会検討事項 ヤクインカイ ケントウジコウ

				１、総会、監督会議、抽選会の開催可否。（開催に向けての準備と確認) ソウカイ カントクカイギ チュウセンカイ カイサイ カヒ カイサイ ム ジュンビ カクニン

				２、役員、理事の職務内容と担当者について ヤクイン リジ ショクムナイヨウ タントウシャ

				３、近隣女子チームの大会参加について（日程、会費、調布登録チームの同意) キンリン ジョシ タイカイ サンカ ニッテイ カイヒ チョウフ トウロク ドウイ

				４、駐車場の規制について チュウシャジョウ キセイ

				５、コロナ感染対策について カンセンタイサク



				３月５日理事会展開用資料（案) ガツ ヒ リジカイ テンカイ ヨウ シリョウ アン



				■今期の活動について コンキ カツドウ

				1)新型コロナ感染症への対応は行政の方針「感染症予防ガイドライン」に基づき進める シンガタ カンセンショウ タイオウ ギョウセイ ホウシン カンセンショウ ヨボウ モト スス

				2)運営スタッフ（役員/理事/審判)の役割と責任を明確にし、更なる組織の活性化と後継者育成。 ウンエイ ヤクイン リジ シンパン ヤクワリ セキニン メイカク サラ ソシキ カッセイ カ コウケイシャ イクセイ

				3)新事業の継続①ジュニア育成推進事業、②シニアスポ-ツ振興事業 シンジギョウ ケイゾク イクセイ スイシンジギョウ シンコウ ジギョウ

				4)北ブロック近隣市との交流（親善試合、女子チームの参加、審判等) キタ キンリンシ コウリュウ シンゼン シアイ ジョシ サンカ シンパン トウ

				5)審判員の増員（①既資格者の実践活動機会の増員、②新規資格者のきめ細かな対応) シンパンイン ゾウイン キ シカクシャ ジッセンカツドウ キカイ ゾウイン シンキシカクシャ コマ タイオウ

				6)支部内指導育成の計画立案と実践（審判員、チーム監督、選手スキルｕｐ) シブ ナイ シドウ イクセイ ケイカク リツアン ジッセン シンパン イン カントク センシュ

				7)総務部による年間行事計画立案と行政との調整 ソウムブ ネンカンギョウジケイカク リツアン ギョウセイ チョウセイ



				■春季大会（3/20～5/1) シュンキ タイカイ

				1)当日の参加者名簿（メンバ-表)、対策チェックシシ－ト提出。体温はチーム自主管理 トウジツ サンカシャ メイボ ヒョウ タイサク テイシュツ タイオン ジシュ カンリ

				2)スポ-ツ保険への加入は必須（加入証明書コピ－は事務局提出) ホケン カニュウ ヒッス カニュウ ショウメイショ ジムキョク テイシュツ

				3)関東村はＡ４＆Ａ６を中心で試合開催する。（Ｅ１は練習会場として公開する) カントウムラ チュウシン シアイ カイサイ レンシュウ カイジョウ コウカイ

				4)女子大会に近隣市のチームが参加予定（府中市１、三鷹２チーム） ジョシ タイカイ キンリンシ サンカ ヨテイ フチュウシ ミタカ

				5)関東村駐車場への使用制限あり。チーム内で限定して来場してもらう カントウムラ チュウシャ ジョウ シヨウセイゲン ナイ ゲンテイ ライジョウ



				■審判部（審判部長) シンパンブ シンパンブチョウ

				1)運営の体制と情報ツールの変更 ウンエイ タイセイ ジョウホウ ヘンコウ

				2)既存審判員の戦力化 キゾン シンパンイン センリョクカ										ぬ

				3)派遣について ハケン

				4)高齢者対策（70代の審判員) コウレイシャ タイサク ダイ シンパンイン

				5)審判員の評価 ョシンパンイン ヒョウカ

				6)試合インタ－バル、ミイティング、終礼の時短 シアイ シュウレイ ジタン





				山本会長、伊藤、鈴木、小笠原、小山、酒井、伊藤悦、 ヤマモト カイチョウ イトウ スズキ オガサワラ コヤマ サカイ イトウ エツ

				吉村、水上、清水、毛利、阿部、村上、原田、岩澤、吉田忠、各理事 ヨシムラ ミズカミ シミズ モウリ アベ ムラカミ ハラダ イワサワ ヨシダ チュウ カクリジ















令和４年２月度

										44625

		理事各位 リジカクイ								調布市ソフトボ-ル連盟 チョウフシ レンメイ

										　　　　　　　　　　　　理事長　　　鈴木　　健 リジチョウ スズキ ケン

				　　　　 令和4年2月理事会資料（第２回) レイワ ネン ツキ リジカイ シリョウ ダイ カイ

				■行事経過と今後の予定 ギョウジ ケイカ コンゴ ヨテイ

				日程 ニッテイ		行事名 ギョウジ ナ		場所 バショ		結果 ケッカ

				44576		第一回理事会 ダイイッカイ リジカイ		あくろす会議室 カイギシツ		役員・理事の改選 ヤクイン リジ カイセン

				44591		調布市駅伝大会 チョウフシ エキデン タイカイ		味スタ アジ		中止 チュウシ

				44619		都審判委員会 ト シンパンイインカイ				中止 チュウシ

				44625		第２回理事会予定 ダイ カイ リジカイ ヨテイ		あくろす会議室 カイギシツ

				44626		都伝達講習会 ト デンタツ コウシュウカイ				中止決定 チュウシ ケッテイ

				44628		スポ-ツ医学サポ－ト イガク		たづくり10階 カイ		体協主催グッドコ－チング（リモート研修) タイキョウ シュサイ ケンシュウ

				44632		支部総会、監督会議 シブ ソウカイ カントクカイギ		あくろす会議室 カイギシツ		3/5理事会で可否検討 リジカイ カヒ ケントウ

				44633		審判部会＆伝達講習会 シンパン ブカイ デンタツ コウシュウカイ		大町スポ-ツ施設 オオマチ シセツ		中止決定 チュウシ ケッテイ

				44633		技術講習会 ギジュツコウシュウカイ		西町Ａ面 ニシマチ メン		中止体協へ返却 チュウシ タイキョウ ヘンキャク

				春季大会 シュンキ タイカイ		関東村、西町 カントウムラ ニシマチ		3/20～





				■令和３年度の行事実績（別紙参照) レイワ ネンド ギョウジ ジッセキ ベッシ サンショウ

				■春季大会（3/20～5/1)　 シュンキ タイカイ

				1)総会・監督会議は中止とし、組み合わせは代理抽選とする。 ソウカイ カントクカイギ チュウシ ク ア ダイリ チュウセン

				2)参加者名簿（メンバ-表)、感染対策ﾁｪｯｸｼ-ﾄ提出。体温測定等はチームの自主管理 サンカシャ メイボ ヒョウ カンセン タイサク テイシュツ タイオン ソクテイ トウ ジシュ カンリ

				3)関東村はＡ４＆Ａ６を中心で試合開催する予定。（Ｅ１空き時間は練習会場として公開する) カントウムラ チュウシン シアイ カイサイ ヨテイ ア ジカン レンシュウ カイジョウ コウカイ

				4)試合のインタ－バル時間30分→20分に短縮。（スタッフのスピ-ドup、時間短縮) シアイ ジカン フン フン タンシュク ジカン タンシュク

				4)大会女子部に近隣市のチームが参加予定（三鷹２チーム参加申し込みあり） タイカイ ジョシブ キンリンシ サンカ ヨテイ ミタカ サンカ モウ コ

				5)関東村駐車場はチームで台数を限定し来場してもらう。 カントウムラ チュウシャ ジョウ ダイスウ ゲンテイ ライジョウ						（警察署からの警告) ケイサツショ ケイコク



				■検討事項 ケントウ ジコウ

				１、コロナ感染予防処置について（スタッフの体温測定、消毒用具他) カンセン ヨボウ ショチ タイオン ソクテイ ショウドク ヨウグ タ

				２、関東村駐車場の来場制限について カントウムラ チュウシャジョウ ライジョウ セイゲン

				３、ジュニア、シニアの育成推進事業での問題点 イクセイ スイシン ジギョウ モンダイテン

				4、改選に関する問題点及び改善点 カイセン カン モンダイテン オヨ カイゼンテン



				■今期の具体的な活動 コンキ グタイテキ カツドウ

				１、新型コロナ感染対応 シンガタ カンセン タイオウ

				 ①行政の方針「感染症予防ガイドライン」に基づき行動する。 ギョウセイ ホウシン カンセンショウ ヨボウ モト コウドウ

				 ②チームの自主管理とする（健康チェック、体温測定、３蜜対策、マスク、消毒等) ジシュ カンリ ケンコウ タイオン ソクテイ ミツ タイサク ショウドク トウ

				2、事業の継続 ジギョウ ケイゾク

				 ①ジュニア育成推進事業、シニアスポ-ツ振興事業 イクセイ スイシンジギョウ シンコウ ジギョウ

				 ②北ブロック近隣市との交流（親善試合、女子チームの参加、審判等) キタ キンリンシ コウリュウ シンゼン シアイ ジョシ サンカ シンパン トウ

				3、魅力あるソフトボ-ル連盟に・・・。（プレィヤ－ズファ-スト) ミリョク レンメイ

				 ①スピ－ドUPと時間短縮（攻守交替の駆け足、選手交代時の時短) ジカンタンシュク コウシュコウタイ カ アシ センシュ コウタイ ジ ジタン

				 ②チームから信頼される理事、審判を目指す（挨拶・礼は爽やかに徹底、正確な判定) シンライ リジ シンパン メザ アイサツ レイ サワ テッテイ セイカク ハンテイ

				 ③代表チーム創設への検討、年間優秀チームの表彰？ ダイヒョウ ソウセツ ケントウ ネンカン ユウシュウ ヒョウショウ

				4、次世代へのスムーズな職務移行 ジセダイ ショクムイコウ

				 ①運営スタッフ（役員・理事・審判)の職務内容と役割を明確にする（職務分担表) ウンエイ シンパン ナイヨウ ショクム ブンタンヒョウ

				 ②任期内での計画的な職務移行（今年は重複参加) ニンキナイ ケイカクテキ ショクム イコウ コトシ ジュウフク サンカ



				「連絡事項」 レンラク ジコウ

				■体協関連（清水幹事) タイキョウ カンレン シミズ カンジ

				■審判部（吉田審判部長) シンパンブ ヨシダ シンパンブチョウ

				■事務局（小笠原事務局長) ジムキョク オガサワラ ジムキョクチョウ



				山本会長、伊藤副会長、鈴木理事長、小笠原事務局長、小山会計、酒井審判副部長、伊藤悦副理事長 ヤマモト カイチョウ イトウ フクカイチョウ スズキ リジチョウ オガサワラ ジムキョクチョウ コヤマ カイケイ サカイ シンパン フクブチョウ イトウ エツ フクリジチョウ

				吉村、水上、清水、毛利、阿部、村上、原田、岩澤、吉田忠審判部長、各理事 ヨシムラ ミズカミ シミズ モウリ アベ ムラカミ ハラダ イワサワ ヨシダ チュウ シンパンブチョウ カクリジ





令和４年５月度

										44695

		理事各位 リジカクイ								調布市ソフトボ-ル連盟 チョウフシ レンメイ

										　　　　　　　　　　　　理事長　　　鈴木　　健 リジチョウ スズキ ケン

				　　　　 令和4年5月理事会資料（第3回) レイワ ネン ツキ リジカイ シリョウ ダイ カイ

				■行事結果と今後の予定 ギョウジ ケッカ コンゴ ヨテイ

				日程 ニッテイ		行事名 ギョウジ ナ		場所 バショ		結果 ケッカ

				3/20～5/1		春季大会 シュンキ タイカイ		関東村Ａ４＆Ａ６ カントウムラ		例年より週末雨が多く1.5週中止 レイネン シュウマツ アメ オオ シュウ チュウシ

				44680		シニア交流会 コウリュウカイ		西町Ａグランド ニシマチ		約３０名参加、合同練習と交流試合 ヤク ナ サンカ ゴウドウ レンシュウ コウリュウジアイ

				44681		都理事会・評議委員会 ト リジ カイ ヒョウギイインカイ		小金井商工会館 コガネイ ショウコウカイカン		鈴木参加 スズキ サンカ

				44688		審判部春季反省会 シンパンブ シュンキ ハンセイカイ		あくろすホール1		１３名の参加 ナ サンカ

				44695		理事会＆「代理抽選会」 リジカイ ダイリ チュウセンカイ		あくろす研修室 ケンシュウシツ

				5/1４、1５、2１、22		都民大会（男女) トミンタイカイ オトコ		江戸川、武蔵村山 エドガワ ムサシムラヤマ		エンジェルス、ダンディズ・ザ・ゼロ

				5/2２、2９、6/4		壮年大会、エルダ－ ソウネンタイカイ		稲城市、昭島 イナギ シ アキシマ		調布ライズ、Ｂ・Ｄ、ビュ－ティスタ－ズ チョウフ

				5/2２、2９、6/4		一般男子、レデイズ大会 イッパンダンシ タイカイ		あきる野、昭島 ノ アキシマ		エンジェルス、ブル－ドルフィンズ

				5/29～7/10		夏季大会 カキタイカイ		関東村、西町 カントウムラ ニシマチ

				6/1８、19、2５、26		実年大会 ジツネンタイカイ		大田区多摩川 オオタク タマガワ		調布Ｇ２ チョウフ

				6/2５、2６、7/3		エルデイスト		稲城市多摩川 イナギシ タマガワ		ビュ－ティスタ－ズ



				■春季大会（3/20～5/1)　 シュンキ タイカイ

				1)3/2０終日、4/3午後は雨の為中止とした。週末の雨に悩まされる大会 シュウジツ ゴゴ アメ タメ チュウシ シュウマツ アメ ナヤ タイカイ

				2)感染防止対策、体温測定等はチームでの自主管理とした。 カンセン ボウシ タイサク タイオン ソクテイ トウ ジシュ カンリ

				3)試合インタ－バル時間30分→20分に短縮。（スタッフのスピ-ドup、時間短縮) シアイ ジカン フン フン タンシュク ジカン タンシュク

				4)女子部に三鷹支部「スターズ」が大会に初参加する ジョシブ ミタカ シブ タイカイ ハツ サンカ

				5)4/10救急車発動（アキレス腱一部陥没)、他2件の怪我が発生した。 キュウキュウシャ ハツドウ ケン イチブ カンボツ タ ケン ケガ ハッセイ



				■春季大会問題点と対応 シュンキ タイカイ モンダイテン タイオウ

				１、イニング交代時間短縮（実測値の平均８５秒)→審判、チーム、選手との連携要 コウタイジカン タンシュク ジッソク チ ヘイキン ビョウ シンパン センシュ レンケイ ヨウ

				2、４月２９日ジュニア育成推進事業の予定は体協より延期の要請、シニア交流会に変更 ガツ ヒ イクセイ スイシン ジギョウ ヨテイ タイキョウ エンキ ヨウセイ コウリュウカイ ヘンコウ

				3、用具の不具合発見時の対応について→支部対応＆都大会参加チームへの指導 ヨウグ フグアイ ハッケンジ タイオウ シブ タイオウ ト タイカイ サンカ シドウ

				4、定常化している代理監督について改善指示。→改善済み テイジョウカ ダイリカントク カイゼン シジ カイゼン ズ

				5、審判ジヤッジミスの件→審判部長認識済み（審判反省会で展開) シンパン ケン シンパン ブチョウ ニンシキ ズ シンパン ハンセイカイ テンカイ



				■連絡事項（都ソ協関連) レンラク ジコウ ト キョウ カンレン

				①指導者資格保持者のベンチ入りについて シドウシャ シカク ホジシャ イ

				改善)資格保持者は試合中ベンチ内にいなければならない。(監督・コ－チ・選手) カイゼン シカク ホジシャ シアイチュウ ナイ ュカントク センシュ

				②小学生男子大会に於ける運用（女子選手の出場数)→解釈と運用が曖昧 ショウガクセイ ダンシタイカイ オ ウンヨウ ジョシ センシュ シュツジョウスウ カイシャク ウンヨウ アイマイ

				改善)攻撃、守備時、選手交代において３名を超えない、DP、ＦＰを含めて登録は最大３名 カイゼン コウゲキ シュビ ジ センシュ コウタイ ナ コ フク トウロク サイダイ ナ

				③新型コロナ感染拡大について→以前からの対応策を継続 シンガタ カンセンカクダイ イゼン タイオウサク ケイゾク

				＊大会の式典、監督会議、開、閉会式は基本的に行わない（とりあえず７月末まで) タイカイ シキテン カントクカイギ カイ ヘイカイシキ キホンテキ オコナ ガツ マツ

				＊朝礼、夕礼は間隔１ｍ以上、大声を避け、簡潔に人数も考慮する事 チョウレイ ユウレイ カンカク イジョウ オオゴエ サ カンケツ ニンズウ コウリョ コト



				■夏季大会について カキタイカイ

				１、三鷹女子２チーム不参加、府中市チームは検討中。 ミタカ ジョシ フサンカ フチュウ シ ケントウチュウ

				２、試合開始の挨拶は両チ-ム１塁、３塁のラインに整列して行う（審判部長からの提案) シアイ カイシ アイサツ リョウ ルイ ルイ セイレツ オコナ シンパンブ チョウ テイアン

				３、梅雨時期の大会で想定外の延期、中止もあり得る。熱中症対策、コロナ対応は継続 ツユ ジキ タイカイ ソウテイガイ エンキ チュウシ エ ネッチュウショウ タイサク タイオウ ケイゾク

				４、試合インタ-バル２０分、給水タイムは試合の進行に配慮し設定する シアイ フン キュウスイ シアイ シンコウ ハイリョ セッテイ



				「連絡事項」 レンラク ジコウ

				■体協関連（清水幹事)①5/27ジュニア事業の打ち合わせを体協と計画 タイキョウ カンレン シミズ カンジ ジギョウ ウ ア タイキョウ ケイカク

				②調布市民体育祭実行委員に吉村理事、市民スポ-ツまつり実行委員村上理事の推薦書提出した。 チョウフ シミン タイイクサイ ジッコウイイン ヨシムラ リジ シミン ジッコウイイン ムラカミリジ スイセンショ テイシュツ

				③賛助寄付金は１口１万円、互助会費は今年度徴収無し サンジョキフキン クチ マンエン ゴジョカイヒ コンネンド チョウシュウナ

				■審判部（吉田審判部長) シンパンブ ヨシダ シンパンブチョウ

				■事務局（小笠原事務局長) ジムキョク オガサワラ ジムキョクチョウ



				山本会長、伊藤副会長、鈴木理事長、小笠原事務局長、小山会計、酒井審判副部長、伊藤悦副理事長 ヤマモト カイチョウ イトウ フクカイチョウ スズキ リジチョウ オガサワラ ジムキョクチョウ コヤマ カイケイ サカイ シンパン フクブチョウ イトウ エツ フクリジチョウ

				吉村、水上、清水、毛利、阿部、村上、原田、岩澤、吉田忠審判部長、各理事 ヨシムラ ミズカミ シミズ モウリ アベ ムラカミ ハラダ イワサワ ヨシダ チュウ シンパンブチョウ カクリジ







令和３年行事結果

				令和３年　ソフトボ-ル連盟行事結果表

												支部大会優勝・準優勝チーム一覧 シブ タイカイ ユウショウ ジュンユウ カ イチラン

		3/21～4/25予5/2		 第46回春季大会 　		基地跡地運動広場・西町		大会結果は連盟ＨＰ						春季大会 シュンキタイカイ

		5/30～7/11予18		第30回記念夏季大会 　		基地跡地運動広場・西町		大会結果は連盟ＨＰ						優勝 ユウショウ				準優勝 ジュン ユウショウ

		6/5・12・13予19		東京都シニア大会 　		青梅市　永山公園Gほか		たま・しにあ－ず初戦敗退 ショセン ハイタイ				Ｓリーグ		調布エンジェルス チョウフ				石原ダンディ－ズ イシハラ

		7/1０、1８、25		東京都壮年大会		稲城市多摩川公園		ライズ２回戦、北の台敗退				1部 ブ		ＫＳＣ				四中ダデイ－ズ ヨンチュウ

		7/11・18		東京都エルダー大会 		日野市		Ｂ．Ｂ混成チーム優勝				２部 ブ		北の台ＮＡノア キタ ダイ				滝坂ポロリ-ズファスト タキサカ

		6/6・13・20		東京都一般男子春季大会 　		あきる野市　小和田G		エンジェルス初戦敗退				３部 ブ		布田小ＳＢＣ フダ ショウ				ノモ－ズＫＧ

		6/6・13・20		東京都レディース大会　　		 板橋河川敷		ブルドル３位				女子 ジョシ		ブル－ドルフンズ				ダンデイズザ・ゼロ

		6/26･27・7/4		東京都実年ファーストピッチ大会 		瑞穂シクラメンスポーツ		調布Ｇ２２回戦敗退						夏季大会 カキ タイカイ

		8/1・7・8		東京都エルデスト大会		武蔵村山総合運動場		ビュ－ティスタ－ズ３位						優勝 ユウショウ				準優勝 ジュン ユウショウ

		8/８、９、1０、11		関東中学生男・女大会		調布西町、三鷹大沢						Ｓリーグ		調布エンジェルス チョウフ				布田ドリ－ムズ フダ

		9/19～10/24予31		第61回調布市民体育祭 　		基地跡地運動広場・西町		大会結果は連盟ＨＰ				1部 ブ		四中ダデイ－ズ ヨンチュウ				滝坂ポロリ-ズファスト タキサカ

		10/2・16・23		シニア健康スポーツフェスティバル 　		 武蔵村山野球場		たましにあ－ず初戦敗退				２部 ブ		調布ノモ－ズ チョウフ				調布リバ－ス チョウフ

		10/17・24		東京都レディース秋季大会		三鷹総合G・西町野球場		ブルドル、ダンディズ敗退				３部 ブ		とうちゃんず村瀬組 ムラセ クミ				上の原キッズ12 ウエ ハラ

		11/7・13		東京都家庭婦人大会兼関東予選会		稲城市　多摩川緑地		ビュ-ティスタ-ズ３位				女子 ジョシ		ダンデイズザ・ゼロ				ブルドル不戦敗 フセンパイ

		11/7&14&21		ジュニア育成クリニック、交流試合		関東村Ａ４		３週開催						市民大会 シミンタイカイ

		11/7・13		壮年スローピッチ大会		稲城市　多摩川緑地		ペアレンツ初戦敗退						優勝 ユウショウ				準優勝 ジュン ユウショウ

		11/20・21・23		東京都一般男子秋季大会 　		八王子市　滝ヶ原G		エンジェルス初戦敗退				一般 イッパン		調布エンジェルス チョウフ				布田ドリ－ムズ フダ

		 11/21、28		北ブロック女子大会		府中市　是政Ｇ		ＢＳ、ダンディスゼロ敗退				壮年 ソウネン		調布ライズ チョウフ				調布零式 チョウフ ゼロシキ

		44888		シニア合同練習、交流試合		西町少年野球場		５３名参加				実年 ジツネン		調布Ｇ２ チョウフ				たまる－き－ず

		11/21、28 		北ブロック少年大会		国立市		2小初戦敗退				シニア		調布リバ－ズＯＧ チョウフ				たまシニアズ

		44893		北Ｂ近隣支部交流試合		三鷹大沢グランド		北の台ノ－ス参加				女子 ジョシ		ダンデイズザ・ゼロ				Beaity　ｓｔａｒｓ

		44900		北ブロック第３種認定講習会 　		大町スポ-ツ施設		支部１7名参加				評価 ヒョウカ

		　（赤字が支部の行事）										〇調布エンジェルス　３大会制覇（3冠)達成 チョウフ タイカイ セイハ カン タッセイ

		1、         春・夏、市民大会は予定通り開催。組み合わせは代理抽選会で行う。										〇布田ドリ－ムス　夏・市民大会で準優勝 フダ ナツ シミン タイカイ ジュンユウショウ

		2、        コロナ感染防止は行政のガイドラインを遵守し運営した。										〇滝坂ポロリ-ズ　夏１部昇格し準優勝 タキサカ ナツ ブ ショウカク ジュンユウショウ

		3、        役員・理事の任期満了に伴い、連盟規約に基づき改選を実施した。										〇四中ダデイ－ズ　１部で活躍、Ｓリーグ昇格 ヨンチュウ ブ カツヤク ショウカク

		4、        新事業としてジュニア育成推進事業、シニアスポ-ツ振興事業を体協の協力を得て実施した。

		5、        北ブロック近隣市の男子４チームによる交流試合を実施した。（府中市、三鷹市）

		6、        北ブロック３種審判認定会を大町スポ-ツ施設で開催された。

		7、        都ソ協からの審判派遣要請に対し、最大限の貢献実績を上げた。





令和４年行事結果

						令和4年　ソフトボ-ル連盟行事結果表								支部大会優勝・準優勝チーム一覧 シブ タイカイ ユウショウ ジュンユウ カ イチラン

				前期 ゼンキ												春季大会 シュンキタイカイ

				3/20～5/1		 第47回春季大会 　		基地跡地運動広場・西町		大会結果は連盟ＨＰ						優勝 ユウショウ				準優勝 ジュン ユウショウ

				5/1４、1５、2１、22		都民大会 トミンタイカイ		Ｍ江戸川、Ｗ武蔵村山 エドガワ ムサシムラヤマ		男子中止、女子初戦敗退 ダンシ チュウシ				Ｓリーグ		調布エンジェルス チョウフ				石原ダンディ－ズ イシハラ

				6/5・12・13予19		東京都シニア大会 　		青梅市　永山公園Gほか		たま・しにあ－ず初戦敗退 ショセン ハイタイ				1部 ブ		ＭＡＸ二小 ニ ショウ				滝坂ポロリ-ズファスト タキサカ

				5/2２、29、6/4		東京都壮年大会		稲城市多摩川公園		ライズ２回戦敗退				２部 ブ		フェニックス				ロ－トルズ

				5/2２、29、6/5		東京都エルダー大会 		昭島くじら公園 アキシマ コウエン		Ｂ．Ｂ混成チーム準優勝 ジュン				３部 ブ		FD　レジェンド				調布中おやじの会 チョウフチュウ カイ

				5/29～7/10		第31回夏季大会 　		基地跡地運動広場・西町		大会結果は連盟ＨＰ				女子 ジョシ		ブル－ドルフンズ				Beaity　ｓｔａｒｓ

				6/4・５・12・19		東京都一般男子春季大会 　		あきる野市　小和田G		エンジェルス４位関東大会 イ カントウ タイカイ						夏季大会 カキ タイカイ

				6/５・12・19		東京都レディース大会　　		 板橋河川敷		ブルドル３位						優勝 ユウショウ				準優勝 ジュン ユウショウ

				6/18･19・25		東京都実年ファーストピッチ大会 		瑞穂シクラメンスポーツ		調布Ｇ２初戦敗退 ショ				Ｓリーグ

				7/3１、8/6		東京都エルデスト大会		三鷹大沢グランド		ビュ－ティスタ－ズ初戦敗退 ショセン ハイタイ				1部 ブ		ＫＳＣ				調布リバ－ズ チョウフ

				7/1６、1８、23		市町村大会（男・女) シチョウソンタイカイ オトコ オンナ		稲城市多摩川公園		男子３位、女子初戦敗退 ダンシ イ ジョシ ショセンハイタイ				２部 ブ		深小ダルマ－ズ フカ ショウ				ひばり－ず

				44759		ジュニア育成交流試合		西町野球場		４５名参加 ナ サンカ				３部 ブ		ダンテ゜ィズ・ザ・ロード				布田小ＳＢＣ フダ ショウ

				8/14～8/16		国体関東ブロック大会 コクタイ カントウ タイカイ		府中市、大田区 フチュウ シ オオタク		審判９名選抜 シンパン ナ センバツ				女子 ジョシ		ブル－ドルフンズ				ダンデイズザ・ゼロ





				後期行事予定 コウキ ギョウジ ヨテイ

				9/3、4、10		都民生涯スポ-ツ トミンショウガイ		江東区新砂運動公園 コウトウク シンスナ ウンドウコウエン		ダンディ－スゼロ出場 シュツジョウ

				9/11～10/23		第62回調布市民体育祭 　		基地跡地運動広場・西町		8/20代表者会議、抽選会 ダイヒョウシャ カイギ チュウセンカイ						市民体育祭 シミン タイイクサイ

				9/23祝 シュク		交流試合予定日 コウリュウジアイ ヨテイ ヒ		西町野球場		希望チーム キボウ						優勝 ユウショウ				準優勝 ジュン ユウショウ

				10/15・22・329予 ヨ		シニア健康スポーツフェスティバル 　		 武蔵村山野球場						一般 イッパン

				10/16・23・30予 ヨ		東京都レディース秋季大会		三鷹総合G・西町野球場		ブルドル、他1チーム タ				壮年 ソウネン

				11/13・19		東京都家庭婦人大会兼関東予選会		稲城市　多摩川緑地						実年 ジツネン

				11/3&13		ジュニア育成クリニック、交流試合		関東村Ａ４		2週連続開催予定 レンゾク ヨテイ				シニア

				11/13・19・20		壮年スローピッチ大会		稲城市　多摩川緑地						女子 ジョシ

				11/19・20・23		東京都一般男子秋季大会 　		八王子市　滝ヶ原G		エンジェルス、他1チーム タ

				 11/13・20、27		北ブロック女子大会		府中市　是政Ｇ

				44878		シニア合同練習、交流試合		関東村Ａ４

				11/27、12/4、11 		北ブロック小学生大会 ショウガクセイ		国立市

				44885		北Ｂ近隣支部交流試合		Ａ４、西町少年野球場 ニシマチ ショウネン ヤキュウジョウ

				2022/11/27予定 ヨテイ		第３種公式記録員認定講習会 　 コウシキ キロクイン		都ソ協指導者委員会調整 ト キョウ シドウシャ イインカイ チョウセイ















Ｒ４後半行事計画

						令和4年後半の連盟行事 コウハン										春季大会 シュンキタイカイ

				9/3、4、10		都民生涯スポ-ツ トミンショウガイ		江東区新砂運動公園 コウトウク シンスナ ウンドウコウエン		ダンディ－スゼロ出場 シュツジョウ						優勝 ユウショウ				準優勝 ジュン ユウショウ

				9/11～10/23		第62回調布市民体育祭 　		基地跡地運動広場・西町		8/20代表者会議、抽選会 ダイヒョウシャ カイギ チュウセンカイ				Ｓリーグ		調布エンジェルス チョウフ				石原ダンディ－ズ イシハラ

				10/15・22・29予 ヨ		シニア健康スポーツフェスティバル 　		 武蔵村山野球場						1部 ブ		ＭＡＸ二小 ニ ショウ				滝坂ポロリ-ズファスト タキサカ

				10/16・23・30予 ヨ		東京都レディース秋季大会		三鷹総合G・西町野球場		ブルドル、ダンディズ0				２部 ブ		フェニックス				ロ－トルズ

				11/13・19		家庭婦人大会兼関東予選会		稲城市　多摩川緑地						３部 ブ		FD　レジェンド				調布中おやじの会 チョウフチュウ カイ

				11/3&13		ジュニア育成クリニック、交流試合		関東村Ａ４		2週開催予定 ヨテイ				女子 ジョシ		ブル－ドルフンズ				Beaity　ｓｔａｒｓ

				11/13・19・20		壮年スローピッチ大会		稲城市　多摩川緑地								夏季大会 カキ タイカイ

				11/19・20・23		東京都一般男子秋季大会 　		八王子市　滝ヶ原G		調布エンジェルス、他1 タ						優勝 ユウショウ				準優勝 ジュン ユウショウ

				 11/13・20、27		北ブロック女子大会		府中市　是政Ｇ						Ｓリーグ

				44878		シニア合同練習、交流試合		関東村Ａ４						1部 ブ		ＫＳＣ				調布リバ－ズ チョウフ

				11/27、12/4、11 		北ブロック小学生大会 ショウガクセイ		国立市						２部 ブ		深小ダルマ－ズ フカ ショウ				ひばり－ず

				44885		北Ｂ近隣支部交流試合								３部 ブ		ダンテ゜ィズ・ザ・ロード				布田小ＳＢＣ フダ ショウ

				2022/11/27予定 ヨテイ		第３種公式記録員認定講習会 　 コウシキ キロクイン		都ソ協指導者委員会調整 ト キョウ シドウシャ イインカイ チョウセイ						女子 ジョシ		ブル－ドルフンズ				ダンデイズザ・ゼロ



				夏季大会イニング交代時間実績（初回は除く） カキタイカイ コウタイジカン ジッセキ ショカイ ノゾ













				1)目標1分を達成している試合は5試合のみであった（石原Ｄ2、北の台各2試合)　平均　１分３６秒。 モクヒョウ フン タッセイ シアイ シアイ イシハラ キタ ダイ カク シアイ ヘイキン フン ビョウ

				２）ベンチから守備位置（駆け足してるのは少ない。用具を探しているケ－ス、審判のスタート準備が遅くれる、ボール回しの時間等) シュビイチ カ アシ スク ヨウグ サガ シンパン ジュンビ オソ マワ ジカン トウ

				３）選手交代申告時には時間ロス多い（監督の申告のもたつき、球審の経験不足等)　最長４分以上／回 センシュ コウタイ シンコクジ ジカン オオ カントク シンコク キュウシン ケイケン フソク トウ サイチョウ フン イジョウ カイ

				４）時短の狙い（パフォ－マンスＵＰ、チームのリズムをよくする、イニング数を増やす) ジタン ネラ スウ フ

				＊チーム（監督、選手)と審判クル－との連携が必要。選手交代申告の時短ノウハウを共有する。 カントク センシュ シンパン レンケイ ヒツヨウ センシュコウタイ シンコク ジタン キョウユウ



Ｓリーグ実績





エンジェルス	上ノ原キッズ98	調布ギャラクシー	布田ドリ-ムズ	石原ダンディーズ	 ＭＡＸ二小	1.401111111111111	1.2845	1.4339583333333334	1.3245	1.2127083333333333	1.1862037037037034	





ＢＥＳＴ＆ワースト





 緑ヶ丘アッパーズ	 北ノ台ノースエンジェルス	 杉森パドレス	平均	 調布ノモーズ	フェニックス	 深小ダルマーズ 	1.1000000000000001	1.1100000000000001	1.19	1.36	1.76	1.75	1.53	







令和４年８月度

										44779

		理事各位 リジカクイ								調布市ソフトボ-ル連盟 チョウフシ レンメイ

										　　　　　　　　　　　　理事長　　　鈴木　　健 リジチョウ スズキ ケン

				　　　　 令和4年8月理事会資料（第4回) レイワ ネン ツキ リジカイ シリョウ ダイ カイ

				■当面の主な予定（年度後半予定は次ペ-ジ参照) トウメン オモ ヨテイ ネンド コウハン ヨテイ ジ サンショウ

				日程 ニッテイ		行事名 ギョウジ ナ		場所 バショ		結果 ケッカ

				44793		代表者会議 ダイヒョウシャ カイギ		たづくり映像シアタ－ エイゾウ		市民体育祭の組み合わせ抽選会も予定 シミンタイイクサイ ク ア チュウセンカイ ヨテイ

				9/11～10/23		市民体育祭 シミン タイイクサイ		関東村、西町 カントウムラ ニシマチ		10/16&23は西町2面（都レディスは野球場) ニシマチ メン ト ヤキュウジョウ

				8/13～15、予16 ヨ		成年男子国体Ｂ予選 ナ ネン ダンシ コクタイ ヨセン		府中郷土の森 フチュウ キョウド モリ		8/12事前準備含め手伝い応援依頼 ジゼン ジュンビ フク テツダ オウエン イライ

				ミニ国体への審判派遣：柴、松田、河合、尾崎、高橋、吉田、植松、酒井、市原９名 コクタイ シンパン ハケン シバ マツダ カワイ オザキ タカハシ ヨシダ ウエマツ サカイ イチハラ ナ

				運営手伝い :伊藤悦、小山、鈴木、篠原、ブルドル（恒成、辻、高橋、多賀)、ＢＳ早川、（伊藤金ＢＣ) ウンエイ テツダ イトウ エツ コヤマ スズキ シノハラ ツネナリ ツジ タカハシ タガ ハヤカワ イトウ キン



				■夏季大会（5/29～7/10)　 カキ タイカイ

				1)6/12午後は雷雨の為中止とした。Ｓリーグ２試合未消化。市民体育祭初日へ繰り延べとした ゴゴ ライウ タメ チュウシ ミ タイイクサイ ショニチ

				2)6/5救急車発動（上の原:有賀選手→鎖骨骨折)、試合前の投球練習ボールが当たり骨折する事故 キュウキュウシャ ハツドウ ウエ ハラ アリガ センシュ サコツ コッセツ シアイマエ トウキュウ レンシュウ ア コッセツ ジコ

				3)試合インタ－バル時間30分→20分に短縮する。イニング交代時間の実績データ（次ペ-ジ資料) シアイ ジカン フン フン タンシュク コウタイ ジカン ジッセキ ジ シリョウ



				■夏季大会での不祥事と処分内容 カキ タイカイ フショウジ ショブン ナイヨウ

				１一部入れ替え戦（ロートルズvs北の台ノースエンジェルス)試合中の侮辱発言に端を発し暴言や イチブ イ カ セン キタ ダイ ブジョクハツゲン タン ハッ ボウゲン

				もみ合いとなる。スポ-ツマンシップに著しく逸脱したトラブル ア イチジル イツダツ

				①両チ-ムの代表者、監督、当事者との面談による聞き取り事後調査（理事長) リョウ ダイヒョウシャ カントク トウジシャ メンダン キ ト ジゴ チョウサ リジチョウ

				②6/15体育協会事務局長にトラブル内容を報告する。（体協会長、副会長、倫理委員会へも報告) タイイクキョウカイ ジム キョクチョウ ナイヨウ ホウコク タイキョウカイチョウ フクカイチョウ リンリイインカイ ホウコク

				③両チ-ムより再発防止対策書を受領した（チーム内ペナルティ内容も含む） リョウ サイハツ ボウシ タイサクショ ジュリョウ ナイ ナイヨウ フク

				④7/10役員会にて代表者、監督、該当者への処分決定、体協へ報告了承のもと「処分通知書」発行。 ヤクインカイ ダイヒョウシャ カントク ガイトウシャ ショブン ケッテイ タイキョウ ホウコク リョウショウ ショブン ツウチショ ハッコウ



				２、布田ドリ-ムズ「秋山拓実監督」の不正登録違反 フダ アキヤマ タクミ カントク フセイ トウロク イハン

				６月５日の東京都一般男子春季大会に於いて八王子「キングス」の選手として出場が発覚 ガツ ヒ トウキョウ ト イッパン ダンシ シュンキ タイカイ オ ハチオウジ センシュ シュツジョウ ハッカク

				①庄司代表、当事者秋山監督より事情聴取した。（不正登録は知っていての違反行為)、八王子支部に確認 ショウジ ダイヒョウ トウジシャ アキヤマ カントク ジジョウ チョウシュ フセイトウロク シ イハンコウイ ハチオウジ シブ カクニン

				②役員会で処分決定し、処分決定通知書を発行した。 ヤクインカイ ショブン ケッテイ ショブン ケッテイ ツウチ ショ ハッコウ

				処分内容 ショブン ナイヨウ		該当チ-ム名 ガイトウ ナ		事象内容 ジショウ ナイヨウ		処分内容 ショブン ナイヨウ

				R4.6.夏季大会 カキタイカイ		ロ－トルズ		侮辱発言 ブジョクハツゲン		岩澤、山鹿代表　厳重注意処分 イワサワ ヤマガ ダイヒョウ ゲンジュウチュウイショブン				過去のペナルティ履歴一覧

				一部入れ替え戦 イチブ イ カ セン		北の台ノースエンジェルス キタ ダイ		暴言、暴行行為 ボウゲン ボウコウコウイ		青木、小林監督　R4.市民体育祭出場停止 アオキ コバヤシ カントク シミン タイイクサイ シュツジョウテイシ				日付 ヒヅケ		チ-ム名 ナ		不正内容 フセイナイヨウ		処分内容 ショブン ナイヨウ

						（処分内容は同一とした) ショブン ナイヨウ ドウイツ		（大渕、上田) オオブチ ウエダ		当事者　Ｒ４市民体育祭、Ｒ５春季大会出場停止 トウジシャ シミン タイイクサイ シュンキ タイカイ シュツジョウ テイシ				Ｈ２７市民大会 シミンタイカイ		ライズ		二重登録 ニジュウトウロク		監督H28春季大会出場停止 カントク シュンキタイカイ シュツジョウテイシ

				Ｒ4.都一般男子 ト イッパンダンシ		布田ドリ－ムズ フダ		二重登録 ニジュウトウロク		庄司代表厳重注意、市民体育祭出場停止 ショウジ ダイヒョウ ゲンジュウチュウイ シミン タイイクサイ シュツジョウテイシ				H28市民大会 シミンタイカイ		ヴァンカ－ド八中 ハチチュウ		多重登録 タジュウ トウロク		監督Ｈ29春季出場停止 カントク ハル キ シュツジョウテイシ

				6/5多西クラブ戦 タ ニシ セン						秋山監督夏季大会２試合、市民体育祭出場停止 アキヤマ カントク カキタイカイ シアイ シミン タイイクサイ シュツジョウテイシ										連絡責任者Ｈ29春季出場停止 レンラクセキニンシャ シュンキ シュツジョウテイシ

				連　盟 レン メイ				運営責任者		鈴木理事長戒告処分、伊藤大会委員長厳重注意 スズキ リジチョウ カイコク ショブン イトウ タイカイイインチョウ ゲンジュウチュウイ										当事者Ｈ29春・夏出場停止 トウジシャ ハル ナツ シュツジョウテイシ

				■再発防止策 サイハツ ボウシ サク										H28市民大会 シミンタイカイ		緑が丘アッパ－ズ ミドリ オカ		多重登録 タジュウ トウロク		チ－ム３部準決没収試合 ブ ジュンケツ ボッシュウ ジアイ

				1)7/10審判部反省会:トラブル経過や審判の対処の方法、再発防止について議論した（部長報告) シンパン ブ ハンセイカイ ケイカ シンパン タイショ ホウホウ サイハツボウシ ギロン ブチョウ ホウコク																監督&代行Ｈ２９春出場停止 カントク ダイコウ ハル シュツジョウテイシ

				2）8/20代表者会議にてスポ-ツマンシップのあり方、オフィシャルル-ル内容を再徹底する ダイヒョウシャ カイギ カタ ナイヨウ サイ テッテイ																連絡責任者Ｈ29春季出場停止 レンラクセキニンシャ シュンキ シュツジョウテイシ

				3)両チ-ムの再発防止対策の実践結果を確認。（代表者に報告してもらう) リョウ サイハツボウシ タイサク ジッセン ケッカ カクニン ダイヒョウシャ ホウコク										Ｈ３.4春季ｓリーグ シュンキ		フェニックス、上の原 ウエ ハラ		背番号登録ミス セバンゴウ トウロク		没収試合、再試合 ボッシュウ シアイ サイシアイ

				4)連盟規約に賞罰規定を制定する。（コンプライアンスの徹底) レンメイキヤク ショウバツ キテイ セイテイ テッテイ

														処分内容 ショブン ナイヨウ		該当チ-ム名 ガイトウ ナ		事象内容 ジショウ ナイヨウ		処分内容 ショブン ナイヨウ

				■市民体育祭　検討事項 シミンタイイクサイ ケントウジコウ										R4.6.夏季大会 カキタイカイ		ロ－トルズ		侮辱発言 ブジョクハツゲン		代表　厳重注意処分 ダイヒョウ ゲンジュウチュウイショブン

				１、中学生女子チーム、女子大会への参加検討。（日程、参加チ-ムの調整要)→指導者の地域移行制？ チュウガク セイ ジョシ ジョシ タイカイ サンカ ケントウ ニッテイ サンカ チョウセイ ヨウ シドウシャ チイキ イコウ セイ										一部入れ替え戦 イチブ イ カ セン		北の台ノースエンジェルス キタ ダイ		暴言、暴行行為 ボウゲン ボウコウコウイ		監督　R4.市民体育祭出場停止 カントク シミン タイイクサイ シュツジョウテイシ

				２、ボール供給は従来通り、但し当日９名登録の場合はチーム関係者の補助は申告すれば許可する。 キョウキュウ ジュウライドオ タダ トウジツ ナ トウロク バアイ カンケイシャ ホジョ シンコク キョカ												（処分内容は同一とした) ショブン ナイヨウ ドウイツ				当事者　Ｒ４市民体育祭、Ｒ５春季大会出場停止 トウジシャ シミン タイイクサイ シュンキ タイカイ シュツジョウ テイシ

				３、一般男子の部はレベル差が大きく、Ｓリーグチームのシード制も考慮したい イッパン ダンシ ブ サ オオ セイ コウリョ										Ｒ4.都一般男子 ト イッパンダンシ		布田ドリ－ムズ フダ		二重登録 ニジュウトウロク		代表厳重注意、市民体育祭出場停止 ダイヒョウ ゲンジュウチュウイ シミン タイイクサイ シュツジョウテイシ

				４、「代表者会議」受付時にメンバ-登録書提出、参加費の徴収実施。組み合わせ抽選会実施予定。 ダイヒョウシャ カイギ ウケツケジ トウロク ショ テイシュツ サンカヒ チョウシュウ ジッシ ク ア チュウセンカイ ジッシヨテイ										6/5多西クラブ戦 タ ニシ セン						当事者夏季大会２試合、市民体育祭出場停止 トウジシャ カキタイカイ シアイ シミン タイイクサイ シュツジョウテイシ

				5、スピ-ドアップへの取り組み（守備交代１分へのチャレンジ、選手交代の時間短縮) ト ク シュビ コウタイ プン センシュコウタイ ジカン タンシュク										連　盟 レン メイ				運営責任者		鈴木理事長戒告処分、伊藤大会委員長厳重注意 スズキ リジチョウ カイコク ショブン イトウ タイカイイインチョウ ゲンジュウチュウイ

				■連絡事項 レンラク ジコウ

				・公式指導員・公式３種記録員資格の義務化は検討されています。都ソ協登録チームは取得への取り組みが必要 コウシキ シドウイン コウシキ シュ キロク イン シカク ギム カ ケントウ ト キョウ トウロク シュトク ト ク ヒツヨウ

				●事務局 ジムキョク

				●体協 タイキョウ

				●審判部 シンパンブ

				出席 シュッセキ

				山本会長、伊藤副会長、鈴木理事長、小笠原事務局長、小山会計、酒井審判副部長、伊藤悦副理事長 ヤマモト カイチョウ イトウ フクカイチョウ スズキ リジチョウ オガサワラ ジムキョクチョウ コヤマ カイケイ サカイ シンパン フクブチョウ イトウ エツ フクリジチョウ

				吉村、水上、清水、毛利、阿部、村上、原田、岩澤、小谷　　（欠席)吉田忠審判部長、阿部　　各理事











夏季大会不祥事 ①

（ロ-トルズVS北の台ノ－スエンジェルス戦)６月１２日
試合中ロ－トルズ選手の侮辱発言に端を発し、北の台ノ－スエンジェル
ス選手が暴言・暴行行為に至った事象。スポ-ツマンシップに逸脱した行
為であった。

両チ-ム代表者、監督、当事者との面談聞き取り調査

緊急役員会開催

調布市体育協会事務局報告
チ-ム再発防止対策書の提出要求

体協会長

倫理委員会
連盟役員会

（処分内容決定)

連盟理事会報告

連盟審判部反省会

処分決定通知書
チ-ム送付

処分決定内容

監 督 市民体育祭出場停止

当 事 者 市民体育祭出場停止
春季大会出場停止

チ-ム代表者 厳重注意処分

連盟理事長 戒告処分

大会委員長 厳重注意処分



11、その他
１）審判員の判定に対し不服の言動や不満な態度
示してはならない。チーム警告、違反者は退場
３）ベンチからのヤジが好ましくないと判断した
場合警告、繰り返したときは退場
４）スポ-ツマンらしくない言動は厳しく指導

競技者必携

スポ-ツのル－ルを遵守して競技をする上
での基本的なマナ－・姿勢を言う

フエアプレイ精神スポ-ツマンシップ

相手を侮辱したり、
得点時の過剰祝福
暴言、暴行行為は
ペナルティ

公正なプレイを尊重
し相手への賞賛出来
るとイイね・・・。

挨拶や素行など悪
くても試合に勝て
ば良いという風潮
ない？

10-7 違反とペナルテイ
1)プレイヤ－や監督は相手チームの選手、役員
観衆に名誉を傷つけたり侮辱を与える言葉を吐い
てはならない。
2)プレイヤ－による違反のペナルティは速やかに
試合から退場させることが出来る。

コンプライアンス遵守

オフィシャル
ルール



夏季大会不祥事 ②
正不正登録（二重登録)違反
「布田ドリ－ムズ」Ｓリーグ登録の監督兼選手が
八王子「ＫＩＮＧＳ」に都一般男子春季大会に出場
していた。

チ-ム登録規定（第６条)

支部に登録された選手はその年度内他
のチ-ムに登録することができない。
移籍した場合にはその選手は当該年度
内のすべての支部、地区および本大会
への出場権を喪失する。

原因) チーム代表、当事者も二重登録違反に
ついては認識しているが、八王子支部から出場
承認を得ているものと勘違いしている。
調布Ｓリーグ出場しているにも関わらず都大会
に迄出場しては二重登録・出場違反。

支部登録期間4/1～3/31
3/314/1

移籍
支部、地区公式戦出場不可

氷山の一角な
ら良いけど？

処分内容
代表者 厳重注意、市民体育祭出場停止
当事者 夏季大会２試合、市民体育祭出場停止
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ＢＥＳＴ3＆ワースト3

1)タイムは1分間以内とする。また、不必要と判断した場合はタイム

認めなくてよい。（競技者必携６)

2) 準備投球は1分を超えたとき、捕手、野手の準備が遅れ１分間を超過した

も「残り１球」と制限できる。

スピ-ドＵＰ

攻守交代は駆け足 選手交代は要領よく

１分間ルール





第６２回市民体育祭大会について

大会委員長 伊藤（悦)副理事長

１、大会開・閉会式は無し、表彰式は決勝終了後実施。
10/2を調整日とします。

２、怪我・傷害事故が発生した場合は連盟理事に速やかに連絡する事。
３、夏季大会での未消化２試合は初日に実施する。
４、Ｅ１グラントは練習場で開放。試合のインタ-バル２０分です。
５、ボール供給は従来通り。但し当日９名のメンバ－登録の場合は関係者

２名迄ボール供給補助者を申請できます。（試合前審判に申請)



大会の主な注意事項
及び協力事項について

吉田審判部長



代表者会議 閉会の挨拶

伊藤副会長
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