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00大会 0D全軟

1

事業計画 2021/08/11(水) 全日本女子中学軟式
野球大会中止に伴う
代替大会開催可否

・急遽、左記大会中止となり代替え大会を検討している。9月10月の金土日もしく
は土日月3日間でができないか本日中に検討していただきたい。
・できれば学童専用球場で実施したい。6会場必要である。
・代替え大会の実施可否を12日の臨時理事会で決定したい。
・富山県宮川北信越ブロック理事長へ説明して12日理事会での協力を依頼した。

・池田事務局長へ連絡して開催可否（使用球場の確保可能か？）依頼
・内川、七尾中島、七尾城山で10/9-11（土・日・月）可能である。
・その後、学童では投手-捕手16ｍ、中学女子は投手-捕手17ｍのためマウンド改修が必要であり無理がある。
・能登地区の6会場（珠洲・輪島・能都内浦・七尾城山・中能登・富来）で実施可能である。
・小林専務理事へ実施可能連絡した。

2021/08/12(木) 池田事務局長が中川
競技運営部長、各ブ
ロック長、審判部長へ
大会開催案内

8/12完了

00大会 0D全軟 2 事業計画 2021/08/12(木) 全日本中学女子中止
通知

・全軟より中止連絡と代替え大会開催通知（全軟野連発第234号）
・代替え大会を都道府県支部へ正式案内メール

・池田事務局長から関係者へ正式案内
中川競技運営部長、前能登ブロック長、新田中能登ブロック長、太田金沢ブロック長、東山加賀ブロック長、毛利
審判部長、谷口技術委員

2021/08/12(木) 8/12完了

00大会 0B県協会 3 競技運営 2021/08/14(土) 全日本女子中学軟式
野球大会会場選定

・学童専用球場で実施するとマウンド改修（１ｍ後方へマウンドを移動しなければ
ならない、また大会後に再度改修が必要となる）が必要なため能登中心に会場を
一般球場に変更する。

・球場変更
七尾城山、中能登、富来、珠洲、輪島門前、内浦の6会場とする。
その後、輪島門前-輪島市営-輪島門前と変更有

2021/08/14(土) 2021/8/17
金沢市スポーツ協会事務
局に内川球場借用取り消
しを依頼

8/18完了

00大会 0B県協会 4 大会本部 2021/08/16(月) 全日本女子中学軟式
野球大会本部宿舎

・ホテルルートイン七尾駅前　15室　確保
　1泊朝食付　7300円（税込み）　土曜日は7500円
　支払いは、前払い

・池田事務局長から全軟吉岡事務局長へメール連絡 2021/08/16(月) 8/16完了

00大会 0B県協会 5 チーム関
連

2021/08/16(月) 全日本女子中学軟式
野球大会チーム宿泊
斡旋

・京都府連事務局長より石川県での宿泊手配について依頼受領
　京都の旅行業者に宿泊を依頼したチームを対象に石川県の宿泊についても斡
旋をさせて欲しい。
　理由：多額のキャンセル料が発生することから、京都府連では負担できない

・池田事務局長より連絡を受け、京都は全軟連と調整する事項でありその旨連絡するよう伝えた。
　全軟回答：京都と調整する。石川県での宿泊手配に影響のないようにする。

・石川県では会長（北國新聞社社長）グループ会社で斡旋する。

2021/08/16(月) 完了

07会議資料 0B県協会 6 競技運営 2021/08/17(火) 全日本女子中学軟式
野球大会実行委員会

・会議案内
　月日：8月29日（日）10：00より
　会場：健康福祉プラザさつき苑　七尾市田鶴浜町ハ部3

本大会期間中は、一般東日本選手権＆中部日本県大会、東日本2部県大会、会長旗争奪中学野球選手権大会、
加盟団体大会と重複しているため15支部の協力を依頼する。

2021/08/17(火) 8/17完了

02やり方 0B県協会 7 情報公開 2021/08/17(火) 全日本女子中学軟式
野球大会情報

・大会情報案内
謝意：全日本軟式野球連盟　小林専務理事と協議の上　石川県での代替え開催
を
皆さんと相談なく理事長として受諾したことについて深くお詫び申し上げます。
　来年からのNPBガールズトーナメントとともに今後の石川県野球発展の礎に
また、宮家カップのお話も承っており県民への野球スポーツ普及・将来的な拡大
にも寄与するものと考えています。

県協会HPへ大会情報をすべて掲載し共有する。ただし、現在調整中のため（案）掲載し最終的にFIXする。

是非、大変忙しいシーズン途中ですがご協力をよろしくお願いいたします。
大会情報はHPに順次掲載していきますので確認をお願いします。
また、ご意見・ご支援も併せてお願いいたします。

2021/08/17(火) 8/29会議にて説明 8/17完了
8/18更新

00大会 0B県協会 8 チーム関
連

2021/08/18(水) 全日本女子中学軟式
野球大会記念品

・京都府連より大会記念品について
ご相談申し上げております標記の件、
サンプル現品は本日お送りいたしますのでご査収ください。
おって、熨斗は添付のようにしておりますので、貴協会名に
置き換えたものを貼付させていただく予定です。

番号５と同様、事務局間での直接連絡はなし。全軟と調整するよう伝えた。

記念品は開催権石川が考えること。

2021/08/18(水) 完了

00大会 0D全軟 9 競技運営 2021/08/18(水) 大会組合せ（案） １：石川県版の提示、№6の開催地【雅】は、石川県開催でも出場されますか？ ・全軟回答
組合せ表を一部修正させていただきました。
　最終日を3試合にして、ベスト４決めまでは行きましょう。開催地（雅）も参加となります。なお、「開催地」の表記を
「京都」に修正しようと思います。申し訳ございませんが、参加チーム増は考えずらいので、石川は当初の予定通
り、1チームでお願いします。

2021/08/18(水) 8/29会議にて説明 完了

06視察 0D全軟 10 大会本部 2021/08/18(水) 視察日程（案） ◇：視察日程について石川県から提示
　9/10（金）～12（日）の都合は、いかがでしょうか？
　金沢市民野球場で「日本女子ソフトボール」が行われます。
　会場設営が、来年の「ガールズＴ大会」の参考になるのではないかと私は考えて
います。

・全軟回答
可能であれば、9/10（金）～11（土）の2日間だと助かります。
　　行程によって一日で十分であれば、いずれでも構いません。是非、ソフトボールを見て、こちらも参考にしたいと
思います。

2021/08/18(水) 8/29会議にて説明 完了

07会議資料 0B県協会 11 実行委員
会

2021/08/18(水) 大会準備説明資料 ◇：大会諸準備の説明資料について
　8/29の会議の資料を添付します。
当日、会場地担当者に説明する内容を記しました。
追加項目等、ご指示頂けると幸いです。
会場平面図については、6年前のマスターズ大会のものを参考に説明する予定に
しています。（中能登会場分を添付します）

・全軟からのアドバイス
追加するとすれば、
　　・セレモニー予定（監督主将会議なし、開会式なし、閉会式のみ実施）監督主将会議資料はJSBB作成
　　・本部宿舎概要
　　・JSBB派遣役員・審判員人数について
　　・コロナガイドライン作成（JSBB作成→石川県協会へ共有）
　　でいかがでしょうか？追加事項があれば、別途ご連絡致します。

2021/08/18(水) 8/29会議にて説明 追加資料
作成後完
了

00大会 0B県協会 12 実行委員
会

2021/08/18(水) 大会プログラム作成 ◇：大会プログラムについて
　京都府連より佐川印刷の担当者の紹介を受けています。
○会場地の首長さんの「歓迎のことば」
○会場案内図
○会場別競技役員　　以上について、準備を始めています。
　「歓迎のことば」は、6市町と協会会長の7名分なので煩わしいと感じていま
す・・・（あくまでも個人的です）

・全軟からのアドバイス
　歓迎のことばは、会場地行政に後援などをお願いされない場合は、載せなくとも問題ないのではと思います。
　会場確保の関係でそうもいきませんか？事情が事情なので、なるべく簡素化して、池田さんのご負担を軽減した
方が良いと思います。こちらとしては、掲載は必須ではありません。

・大会プログラム印刷は石川県で業者選定すればよい。

2021/08/18(水) 8/29会議にて説明 完了

00大会 0D全軟 13 大会本部 2021/08/18(水) 実施要領（案） ・全軟より大会実施要領受領 2021/08/18(水) 8/24　実施要領0820版
送付

完了

00大会 0B県協会 14 実行委員
会

2021/08/18(水) 8/29会議資料 ・大会実施要領0818
・01　レジュメ
・02　大会準備について
・03　会場別役員名簿
・04　会場平面図（参考マスターズ2015　中能登球場）

◇開催市町への後援依頼について
大会後援の依頼、「歓迎のことば」と写真提供の依頼
煩わしいところもあります、無視することもできないと考えています。

現在、七尾市長の表敬設定を「中川」さんに依頼中です。七尾市が決まれば、他の市町の表敬も支部にお願いす
る予定です。来週から8月までと考えています。

2021/08/18(水) 8/29会議にて説明 完了

00大会 0B県協会 15 実行委員
会

2021/08/18(水) 大会プログラム作成
表敬訪問

・開催市町への後援依頼について
　大会後援の依頼：「歓迎のことば」と写真提供の依頼
　表敬の主旨
　　◇：後援依頼
　　　　　◇：大会プログラム用「歓迎のことば」と顔写真の提供依頼
　　　　　◇：全国大会の開催にあたって、会場の整備等の依頼
　　　　　　　　選手が女子中学生であることからトイレ等の整備をお願いしたい
　　　　　　　　また、看護師等（医療従事者）の派遣もお願いしたい

8/19市長・町長への表敬訪問予定（案）
　◆8/24（火）訪問者　宮川豊彦理事長、池田光一事務局長　2名
　　13：30　「泉谷満寿裕」珠洲市長表敬　前常任理事同席
　◆8/27（金）訪問者　宮川豊彦理事長　1名
　　11：00　「小泉　勝」志賀町長表敬　　新田常任理事　同席
　　13：30　「宮下為幸」中能登町長表敬　中川副理事長、鹿島支部役員同席
　　15：00　「茶谷義隆」七尾市長表敬　　中川副理事長、上島常任理事、高柳理事　同席
　◆8/25（水）訪問者　宮川豊彦理事長、池田光一事務局長　2名
　　10：00　輪島市　宮地県学童連会長等　同席
　　14：00　能登町長　山崎鳳珠支部長同席

201/8/19 8/29会議にて説明 完了
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00大会 0D全軟 16
９関連

競技運営 2021/08/18(水) 大会組合せ（案） 全軟連からの組合せ（「決勝まで行いたい」）への回答 ・石川県回答
１：10/12（火）に、石川県立または金沢市民で準決と決勝をダブルで行う。
　　平日であれば、空いている可能性が高い。金沢であれば、人員を確保できる可能性が高い。
　　（能登の6会場では、平日の2日間開催は無理）
２：ベスト4残しで、11/14（日）小松ドームで、準決決勝を行う。
　　松井旗で使用するために確保してある。ただし、金属スパイクは使用不可。

今回の能登開催は、ベスト4決めまでが順当かと考えます。

2021/08/18(水) 8/29会議にて説明 完了

00大会 0D全軟 17
16・9
関連

競技運営 2021/8/18
2021/8/24

大会組合せ（案） ・石川県回答に対する全軟からの結果
　・優勝チームまで決める必要があるか
　・優勝まで決める場合、
（A案）別日程（11/14）で決勝（1試合）もしくは準決勝、決勝（3試合）のために来
会を願うことが可能か。＊旅費の負担をチームがどう考えるか。JSBB負担とする
場合、他大会との整合性をどう考えるか
（B案）10/12（火）平日に会場確保が可能か、JSBBとしてもう1日学校を休ませる
責任をとれるか。を明日、専務に相談をしてみます。

組合せ表上で、AとFの2日目が4試合ずつになっています。
　能登地方の10月中旬の日の入り時刻は、17時36分とネットには出ていましたが4試合を順調に消化した場合は
問題ないと思いますが、照明照度を十分に調べる必要があります。
 
いつまでも駄々をこねるつもりはありませんが、昨年は一律中止をしており、子どもたちにとっては、先輩の悔し
い、悲しい姿を見ていると思い、何とか今年の選手には、良い思いをさせてあげたいと思います。
精一杯調整した結果、ベスト４残しであれば、当然、組織の人間としてチームにもしっかりと説明をしますが、もう少
し可能性を探りたいというのが本音です。

2021/08/18(水) 8/24決勝10/12　9：00
組合せ追記送付

完了

00大会 0B県協会 18 実行委員
会

2021/08/25(水) 石川県後援申請 【北信越地区を越える大会要提出】をご提出いただければ大丈夫です。
石川県県民文化スポーツ部　スポーツ振興課　生涯スポーツ担当
　　専門員　出澤　英之　〒920-8580　金沢市鞍月1丁目1番地
　TEL 076-225-1392（内線：4382）

8/26　全軟吉岡氏より回答受領
項番18回答参照

完了

00大会 0D全軟 19 大会本部 2021/08/31(火) 全軟大会派遣役員 一部調整中ですが、派遣役員人数は、添付資料をご確認下さい。
京都大会時には近畿の役員を中止に配置をしておりましたが、北信越の方々に
変更をしています。

その他、副会長の派遣取りやめ、審判委員長も会場付役員の業務をすることで
1名の削減を行っております。

項番19派遣役員参照

【会期中の服装】
＜派遣役員＞
　　　◆役員会議（10/08）
　　　　スラックス、ワイシャツ（役員ブレザーは気候により適宜着用）
　　　◆競技中（10/09-12）
　　　　役員半袖ポロシャツ（気候によりジャンパー等適宜着用）
　　　　＊帽子は全軟連役員帽子をご持参下さい。
　　＜派遣審判員＞
　　　所属支部でご使用の審判シャツ、スラックスをご持参下さい。

9/16全軟より
派遣役員・審判員に
出張依頼発出

完了

00大会 0B県協会 20 大会本部 2021/08/31（火） 競技日程表 全軟連と北信越ブロック宮川理事長が調整して競技日程表を確定する。 大会本部から距離がある珠洲会場は分宿とする。 2021/09/16(木) 完了

00大会 0B県協会 21 チーム関
連

2021/09/02(木) 参加選手の公欠 平日が2日間含まれていることから改めまして公欠の取り扱い文書を添付の通り
送付致します
各支部におかれましては、お忙しいところ恐縮ですが、
本文書をもって選手の所属中学校長宛に公欠対応に係るご依頼をお願い致しま
す。
本文書はチーム宛てにはメール送信をしていないため、
支部よりチーム代表者様宛にもご連絡いただきますようお願い致します。

石川県の場合は選抜チームのため所属中学校長あて連絡するよりも以下の手順で行う
①県教育委員会宛に公欠対応に係わる依頼文書を発出する（選手名簿添付）
②選手名簿により該当市町教育委員会に依頼文書を発出いただく
③該当市町教育委員会が該当学校長へ依頼文書を発出いただく

00大会 0D全軟 22 チーム関
連

2021/09/07(火) 大会プログラム 代替大会参加申込書の受領（全軟連→石川県） 内容の通り 2021/09/07(火) 完了

00大会 0D全軟 23 大会本部 2021/09/8（水） 大会プログラム 大会役員名簿、会場別役員名簿、会場案内図、県知事および各会場地首長の写
真および歓迎のことばを佐川印刷へ送付する

プログラム案、大会役員等全軟連および県・県協会および各支部へ依頼
参加申込書（埼玉県差し替え）

2021/09/16(木) 完了

00大会 0D全軟 24 チーム関
連

2021/09/08(水) コロナ感染予防対策
ガイドライン

七尾市より「新型コロナウイルス感染予防対策」の内容が分かる資料をメールに
て提出をお願いします。

全軟連が09/24を目途に作成して皆さんに提示します。

00大会 0D全軟 25 チーム関
連

2021/09/09(木) 抽選会 出場意向回答一覧、大会参加申込書集計表、組合せパターン、抽選会出席者、
抽選方法を基礎資料として抽選を行う

全軟連・石川県が抽選方法に基づきオンラインで実施する
当初４３チームから３９チーム参加となった（４チーム減）、それにより内浦会場の２日目は試合無となった

2021/09/09(木) 完了

00大会 0D全軟 26 競技運営 2021/09/10(金) 全軟連会場視察 各会場の女子選手用トイレ・着替えなどの設置と七尾会場の動画配信環境を
重点的に視察する。
コロナ対策では両チームが交わらないように動線を考える

各会場担当者に動線を考慮した環境設定と平面図の提出により視察対応を行う 2021/09/10(金) 完了

00大会 0D全軟 27 チーム関
連

2021/09/10（金） 大会組合せ 参加チーム３９チーム（当初より４チーム減）
（https://jsbb.or.jp/game2021/j-c-school/）でも組合せ表を公開しております

内容の通り 2021/09/10 完了

00大会 0B県協会 28 競技運営 2021/09/12（日） 会場設営見積書 ６会場見積：ＫＣＳ「中田」より受領、今後、具体的に会場担当者が調整する。
七尾会場　　「高柳　修」　　090-7747-3938
中能登会場　「澤　賢成」　　090-7747-8619
富来会場　　「泉　惣太朗」　090-7588-5240
珠洲会場　　「石田　渉」　　090-7080-7435
輪島会場　　「久木　晃」　　090-4687-7625
内浦会場　　「山崎幹男」　　090-3292-8746

テントやトイレの配置、車両誘導員の配置について直接、必要数を具体的に打ち合わせてください。
①：コロナ感染予防対策について
　　　駐車場　⇒　練習会場　⇒　球場　以上の移動を１塁側と３塁側のチームが交わらないように配慮する
②：中学女子選手への配慮
　　　更衣テントの遮蔽やトイレについて配慮する（ただし、過剰な数としないこと）

安全・安心な会場づくりを具体化してください。

00大会 0B県協会 29 実行委員
会

2021/09/12（日） 実行委員会
開催案内

第２回打ち合わせ会を次のとおり行います。
日時　　9/26（日）午前１０時より
会場　　七尾市田鶴浜町「さつき苑」　第１回打ち合わせと同じ会場
出席者　各会場の競技委員長と総務委員長、ほか
　　　　各会場の出席予定者を9/20（月）までにメールでお知らせください。
議題　　各会場の準備状況の聞き取りと今後の準備の進め方

00大会 0D全軟 30 競技運営 2021/09/15（水） 練習日程（案） 各会場練習日程案の提示 8日、9日の練習会場日程案を更新しました。
各チームの練習時間はすべて45分間とし、チームの入れ替えを10分とする。
また、1回戦シードチームの練習を9日に追加しています。

2021/09/13（月） 2021/09/15（水） 完了

00大会 0D全軟 31 大会本部 2021/09/16（木） 大会プログラム 大会役員名簿、会場別役員名簿、会場案内図、県知事および各会場地首長の写
真および歓迎のことばを佐川印刷へ送付

内容の通り 2021/09/16(木) 完了


