
第 77 回（特別冬季）国民体育大会近畿ブロック大会実施要項 正誤表 

No.1 

誤 正 

13～15 ページ 【２】サッカー競技 

  

２ 会場  

少年男子 京都府立山城総合運動公園陸上競技場 

 

７ その他 

日時 2022 年８月 17 日（水）18 時～19時 

会場 基本的に Web 形式での参加をお願い致します（京都府サッカー協会開催） 

 

 

２ 会場  

少年男子 京都府立山城総合運動公園陸上競技場及び第三代表戦は球技場Ｂ 

 

７ その他 

日時 2022 年８月 17日（水） 18:00～19:00 

会場 リモート方式での開催 

 
 
 
 

誤 正 

68～70 ページ 【25】カヌー競技 

 

１ 期日  

 2022 年６月 18 日（土）・19 日（日）：カヌースラローム・カヌーワイルドウォ

ーター 

 

 

１ 期日  

 2022 年６月 18 日（土）・19 日（日）：カヌースラローム・カヌーワイルドウ

ォーター 

予備日：2022 年７月 16 日（土）・17 日（日） 
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No.2 

誤 正 

66～67 ページ 【24】スポーツクライミング競技 

  

８ 受 付 

2022 年７月 23 日（土） ９時 00 分～９時 30 分 

サンガスタジアム by KYOCERA スポーツクライミング施設 隣接（Ｂ－１）

会議室 

 

９ 監督会議 

2022 年７月 23 日（土） ９時 40 分～10時 00 分 同上 

 

10 開始式 

2022 年７月 23 日（土）10 時 00 分～10 時 15 分 同上 

 

11 表彰式 

2022 年７月 24 日（日）16 時 00 分～16 時 30 分 同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

８ 受 付 

2022 年７月 23日（土）10 時 00分～10時 30 分 

サンガスタジアム by KYOCERA スポーツクライミング施設 隣接（Ｂ－２）

会議室 

 

９ 監督会議 

2022 年７月 23日（土）10 時 40分～11時 00 分 同上 

 

10 開始式 

2022 年７月 23日（土）11 時 00分～11時 10 分 同上 

 

11 表彰式 

2022 年７月 24日（日）15 時 00分～15時 30 分 同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 選手変更 

《競技日程表》 

月 日 予定時刻 内 容 

７月 23日（土） 

8:00～8:15 役員・スタッフ集合－打合せ 

8:30～8:40 審判員会議 

9:00 
アイソレーションオープン 

ウォームアップエリアオープン 

9:00～9:30 選手・監督受付 

9:40 アイソレーションクローズ 

9:40～10:00 監督会議 

10:00～10:15 開始式・リード競技開始通告 

11:00～ 
リード競技 

（少年女子・少年男子・成年女子） 

16:00 リード競技終了通告（終了次第） 

16:00～ 審判員会議 

７月 24日（日） 

8:00～8:15 役員・スタッフ集合－打合せ 

9:00 
アイソレーションオープン 

ウォームアップエリアオープン 

9:00～9:20 選手受付 

9:30 アイソレーションクローズ 

9:40 ボルダリング競技開始通告 

10:30～ 
ボルダリング競技 

（少年女子・少年男子・成年女子） 

15:00 ボルダリング競技終了通告（終了次第） 

15:00～ 審判員会議 

16:00～ 表彰式 
 

14 選手変更 

《競技日程表》 

月 日 予定時刻 内 容 

７月 23 日（土） 

9:00～9:15 役員・スタッフ集合－打合せ 

9:30～9:40 審判員会議 

10:00 
アイソレーションオープン 

ウォームアップエリアオープン 

10:00～10:30 競技会選手・監督受付 

10:40 アイソレーションクローズ 

10:40～11:00 監督会議 

11:00～11:10 開始式・リード競技開始通告 

11:15～ 
リード競技 

（少年女子・少年男子・成年女子） 

 リード競技終了通告（終了次第） 

15:00～15:30 ＡＤ研修（選手・監督全員） 

16:00～ 審判員会議 

７月 24 日（日） 

8:00～8:15 役員・スタッフ集合－打合せ 

9:00 
アイソレーションオープン 

ウォームアップエリアオープン 

9:00～9:20 選手受付（削除） 

9:30 アイソレーションクローズ 

9:40 ボルダリング競技開始通告 

10:00～ 
ボルダリング競技 

（少年女子・少年男子・成年女子） 

 ボルダリング競技終了通告（終了次第） 

14:30～ 審判員会議 

15:00～ 表彰式 
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No.3 
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64～65 ページ 【23】ラグビーフットボール競技 

  

１ 期 日 

種 別 ８月 25日（木） ８月 27日（土） 

成年男子  代表決定戦 

女  子  代表決定戦 

少年男子 １回戦 代表決定戦 

 

 

２ 会 場 

１回戦        （８月 25日） 

京都府立山城総合運動公園（太陽が丘）陸上競技場、球技場 

女子代表決定戦（８月 27日） 

京都府立山城総合運動公園（太陽が丘）陸上競技場、球技場 

代表決定戦    （８月 27日） 

京都府立山城総合運動公園（太陽が丘）陸上競技場、球技場 

 

 

４ 競技上の規定及び方法 

(3) 規定時間内に勝敗が決しないときは引き分けとし、次の方法で次回への出場 

権を決める。 

ア トライ数の多いチーム 

イ トライ数も同数の場合は、トライ後のゴール数の多いチーム 

ウ 成年においては、上記の方法で決定しない場合、２試合の失点合計が少な 

い方とする。 

エ 上記の方法で決定できない場合は、抽選によって次回への出場を決める。 

ただし、代表決定戦は両チーム優勝とするが、本大会への出場権は抽選に 

よって決める。 

 

  

１ 期 日 

種 別 ８月 25日（木） ８月 27日（土） 

成年男子  代表決定戦 

女  子 リーグ戦１日目 リーグ戦２日目・代表決定戦 

少年男子 １回戦 代表決定戦 

 

 

２ 会 場 

少年男子１回戦      （８月 25 日） 

京都府立山城総合運動公園（太陽が丘）陸上競技場、球技場 

女子リーグ戦・代表決定戦（８月25 日・27日） 

京都府立山城総合運動公園（太陽が丘）陸上競技場、球技場 

少年・成年代表決定戦   （８月 27 日） 

京都府立山城総合運動公園（太陽が丘）陸上競技場、球技場 

 

 

４ 競技上の規定及び方法 

(3) 規定時間内に勝敗が決しないときは引き分けとし、次の方法で次回への出場 

権を決める。 

ア トライ数の多いチーム 

イ トライ数も同数の場合は、トライ後のゴール数の多いチーム 

ウ 成年においては、上記の方法で決定しない場合、２試合の失点合計が少な 

い方とする。 

エ 女子においては、上記の方法で決定しない場合、４試合の失点合計が少な 

い方とする。 

オ 上記の方法で決定できない場合は、抽選によって次回への出場を決める。 

ただし、代表決定戦は両チーム優勝とするが、本大会への出場権は抽選に 

よって決める。 
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55～57ページ 【19】バドミントン競技 

  

決勝・順位決定トーナメント対戦表 

 

 

  

決勝・順位決定トーナメント対戦表 
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13～15 ページ 【2】サッカー競技 

  

６ 参加上の注意 

(4) エントリー変更については、疾病、傷害の場合並びに特別な場合のみ認 

  めるものとし、その取り扱いは一般社団法人関西サッカー協会国体実施委 

員会の審議を経て変更を認める。なお、変更はそれぞれの種別において５ 

名以内とし変更届は８月 16日（火）17時までに、一般社団法人京都府サッ

カー協会の FAX（075-211-9417）とメール（fa-kyoto@jfa.or.jp）に通知す

るとともに、変更届の原本と写し３部並びに医師の診断書を代表者会議に 

持参すること。 

 

13～15ページ 【2】サッカー競技 

  

６ 参加上の注意 

(4) エントリー変更については、疾病、傷害の場合並びに特別な場合のみ認

めるものとし、その取り扱いは一般社団法人関西サッカー協会国体実施委

員会の審議を経て変更を認める。なお、変更はそれぞれの種別において５

名以内とし変更届は８月 16日（火）17時までに、一般社団法人京都府サッ

カー協会の FAX（075-211-9417）とメール（fa-kyoto@jfa.or.jp）に通知す

るとともに、変更届の原本と写し３部並びに医師の診断書を試合当日に大

会本部まで持参すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 77 回（特別冬季）国民体育大会近畿ブロック大会実施要項 正誤表 

No.6 

誤 正 

11 ページ 【１】水泳競技（水球） 

 

１ 期 日  2022 年８月６日（土）～８月７日（日）２日間 

 

種 別 ８月６日（土） ８月７日（日） 

少年男子 予選リーグ 決勝リーグ・順位決定戦 

女子 予選リーグ 決勝リーグ・順位決定戦 

 

 

４ 競技上の規定及び方法 

(1) 競技規定：公益財団法人日本水泳連盟水球競技規則による。ただし、少年男 

子８分×４ピリオド・女子５分×４ピリオドの競技時間で実施する。 

(2) 競技方法：前年度の成績で参加府県を２ブロックに分け、予選リーグをおこ 

なう。その後、各ブロック上位２チームによる決勝リーグと、３位チームによ 

る５，６位決定戦を行う。 

なお、５，６位決定戦の結果が同点の場合、ペナルティーシュート戦にて順 

位を決定する。勝敗の決定方法はＦＩＮＡの競技規則に準ずる。決勝リーグ男 

子上位２チーム、女子１位が本大会出場権を得る。 

 

11 ページ 【１】水泳競技（水球） 

 

１ 期 日  2022 年８月６日（土）～８月７日（日）２日間 

 

種 別 ８月６日（土） ８月７日（日） 

少年男子 決勝リーグ 決勝リーグ 

女子 予選リーグ 決勝リーグ・順位決定戦 

 

 

４ 競技上の規定及び方法 

(1) 競技規定：公益財団法人日本水泳連盟水球競技規則による。ただし、少年男 

子８分×４ピリオド・女子５分×４ピリオドの競技時間で実施する。 

(2) 競技方法：（男子）前年度順位上位より組み合わせを行い、５府県による決

勝リーグを行う。 

（女子）前年度の成績で参加府県を２ブロックに分け、予選リーグをおこな 

う。その後、各ブロック上位２チームによる決勝リーグと、３位チームによる 

５，６位決定戦を行う。 

なお、５，６位決定戦の結果が同点の場合、ペナルティーシュート戦にて順 

位を決定する。勝敗の決定方法はＦＩＮＡの競技規則に準ずる。決勝リーグ男 

子上位２チーム、女子１位が本大会出場権を得る。 
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No.7 

誤 正 

24～25 ページ 【７】バレーボール競技 

 

１ 期 日  少年男子・女子  2022 年８月 20日（土）・21日（日） 

成年男子・女子  2022 年８月 20 日（土）・21日（日） 

 

期 日 開始時間 種別・内容 会 場 

８月 20 日(土) ９：30～ 監督・代表者会議 

向日市民体育館 
10：00～ 開始式 

10：40～ 

 

少年男子・女子 予選リーグ戦  

成年男子・女子 予選リーグ戦  

８月 21 日(日) 10：00～ 少年男子・女子 代表決定戦 

向日市民体育館 成年男子・女子 代表決定戦 

試合終了後 コート表彰 

 

 

 

 

 

 

 

９ 開始式 

   開始式には、出場チームの全選手が参加すること。 

           日 時  2022 年８月 20日（土）  10 時 00 分～ 

           会 場  向日市民体育館 

24～25 ページ 【７】バレーボール競技 

 

１ 期 日  少年男子・女子  2022 年８月 20日（土） 

成年男子・女子  2022 年８月 21日（日） 

 

期 日 開始時間 種別・内容 会 場 

８月 20日(土) ９：30～ 監督・代表者会議 

向日市民体育館 

10：00～ 開始式 ⇒ 開催しない 

10：10～ 少年男子 

予選リーグ戦 代表決定戦 

少年女子 

予選リーグ戦 代表決定戦 

試合終了後 コート表彰 

８月 21日(日) ９：30～ 監督・代表者会議 

向日市民体育館 

10：10～ 成年男子 

予選リーグ戦 代表決定戦 

成年女子 

予選リーグ戦 代表決定戦 

試合終了後 コート表彰 

 

９ 開始式 

   開催しない 

 



第 77 回（特別冬季）国民体育大会近畿ブロック大会実施要項 正誤表 

No.8 

誤 正 

13～15 ページ 【2】サッカー競技 

  

２ 会  場         

成年男子 たけびしスタジアム京都 

〒615-0864 京都府京都市右京区西京極新明町 29 

少年男子 京都府立山城総合運動公園陸上競技場 

〒611-0031 京都府宇治市広野町八軒屋谷１        

少年女子 京都市宝が池公園球技場 

〒606-0924 京都府京都市左京区松ケ崎東池ノ内町２ 

13～15ページ 【2】サッカー競技 

  

２ 会  場        

成年男子 たけびしスタジアム京都 

〒615-0864 京都府京都市右京区西京極新明町 29 

少年男子 京都府立山城総合運動公園球技場Ｂ 

〒611-0031 京都府宇治市広野町八軒屋谷１   

少年女子 京都市宝が池公園球技場 

〒606-0924 京都府京都市左京区松ケ崎東池ノ内町２ 
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No.9 

誤 正 

55～57 ページ 【19】バドミントン競技 

  

４ 競技上の規定及び方法、順位の決定方法 

(1) 2022 年度公益財団法人日本バドミントン協会競技規則、同大会運営規程及 

び同公認審判員規程による。 

 

 

 

 (4) リーグ戦の順位は、次の基準にて決定する。 

ｲ) ただし、勝敗数が同一の場合は、次の順位にて該当チームの優劣を決める。 

  ① 勝点の多いもの。 

  ② 更に同数の場合は、次による。 

    取得マッチポイント率を計算してその大きい方を上位とする。 

 

６ 参加上の注意 

(1) 服装について 

ｱ) 競技中の服装は、2022 年度公益財団法人日本バドミントン協会大会運営規程

第 23条のとおりとする。（今大会は、大会運営規程第 24 条は適用しない。）な

お、上衣背面中央に府県名を漢字で明示すること。（表示の範囲は、縦 15cm、

横 30cm 以内とする。また、文字ははっきり読み取れるようにすること。） 

 

 

 

 

ｲ) 開始式の服装はトレパン・トレシャツとする。 

55～57ページ 【19】バドミントン競技 

  

４ 競技上の規定及び方法、順位の決定方法 

(1) 2022 年度公益財団法人日本バドミントン協会競技規則、同大会運営規程、

同公認審判員規程および同新型コロナウイルス感染症対策に伴うバドミント

ン活動ガイドラインによる。なお競技者の服装に関しては、国民体育大会ユ

ニフォーム規程を優先適用する。 

 

(4) リーグ戦の順位は、次の基準にて決定する。 

  ｲ) ただし、勝敗数が同一の場合は、次の順位にて該当チームの優劣を決める。 

① 勝点の多いもの。 

② 更に同数の場合は、次による。 

    取得マッチ率を計算してその大きい方を上位とする。 

 

６ 参加上の注意 

(1) 服装について 

ｱ) 競技者の服装については、公益財団法人日本スポーツ協会『国民体育大会

ユニフォーム規程』を優先適用する。 規程に含まれない項目は、2022 年度

公益財団法人日本バドミントン協会大会運営規程第 23 条・第 24条を適用す

る。なお、上衣背面中央に縦６～10cm、横 30cm 以内 の範囲に府県名を漢

字で明示すること。文字は、上衣背面の府県名明示部分の色と明確に区別

で きる文字色とすること。また、ゼッケンを使用する場合には、縦 15cm、

横 30cm を基準とし、必ず四隅を固定すること。文字列の大きさについては

大会運営規程第 24 条による。 

ｲ) 開会式、表彰式の服装はウォームアップウェアとする。 



 

 

 

 

８ その他 

 

(5)  応援について（追記） 

無観客とし、入場はチーム関係者、大会役員、競技役員に限定する。 

 

８ その他 

(4) 表彰式（追記）  競技終了後行う。 
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53～54 ページ 【18】ソフトボール競技 

  

２ 会 場 

成年男子［Ａ］福知山 SEC カーボンスタジアム（福知山市民運動場野球場）  

〒620-0062 福知山市和久市 235  TEL 0773-22-3557 

  成年女子［Ｂ］三段池 RAVIHOUSE フィールド  

〒620-0017 福知山市猪崎 377-1   TEL 0773-23-6324 

少年男子［Ｃ］長田野公園運動広場（野球場）   

〒620-0853 福知山市長田野町 2-1  TEL 0773-27-5121 

少年女子［Ｄ］三段池 RAVIHOUSE フィールド 

〒620-0017 福知山市猪崎 377-1   TEL 0773-23-6324 

53～54 ページ 【18】ソフトボール競技 

  

２ 会 場 

成年男子［Ａ］福知山 SEC カーボンスタジアム（福知山市民運動場野球場）  

〒620-0062 福知山市和久市 235  TEL 0773-22-3557 

成年女子［Ｂ］三段池 RAVIHOUSE フィールド Ｂ球場 

〒620-0017 福知山市猪崎 377-1   TEL 0773-23-6324 

少年男子［Ｃ］長田野公園運動広場（野球場）   

〒620-0853 福知山市長田野町 2-1  TEL 0773-27-5121 

少年女子［Ｄ］三段池 RAVIHOUSE フィールド Ａ球場 

〒620-0017 福知山市猪崎 377-1   TEL 0773-23-6324 

 



 第 77 回（特別冬季）国民体育大会近畿ブロック大会実施要項 正誤表 

No.11 

誤 正 

17～18 ページ 【４】ボート競技 

  

６ 開 始 式 

   日 時  2022 年７月 17 日（日） 午前 11時 00 分～ 

     会 場    関西みらいローイングセンター 管理棟２階会議室 

 

７ その他 

(1)代表者会議・監督会議  日時   2022 年 7月 17日（日）午前 11 時 10 分～  

               会場   関西みらいローイングセンター管理棟２階会議室 

 

(2)審 判 会 議           日時   2022 年７月 17 日（日）午前 10 時 00 分～ 

              会場   関西みらいローイングセンター管理棟２階会議室 

 

(3)表   彰   式  日時   2022 年７月 17 日（日）午後３時 00分～  

               会場   関西みらいローイングセンター審判塔前広場 

 

17～18 ページ 【４】ボート競技 

  

６ 開 始 式 →実施しません。 

   日 時  2022 年７月 17日（日） 午前 11時 00 分～ 

     会 場    関西みらいローイングセンター 管理棟２階会議室 

 

７ その他 

(1)代表者会議・監督会議  日時  2022 年７月 17日（日）午前 11時 10 分～  

              会場  関西みらいローイングセンター管理棟２階会議室 

 

(2)審 判 会 議           日時  2022 年７月 17日（日）午前 11 時 30 分～  

                    →代表者監督会議終了後に実施します。 

会場  関西みらいローイングセンター管理棟２階会議室 

 

(3)表   彰   式 日時  2022 年７月 17日（日） 午後３時 00分～  

              会場 関西みらいローイングセンター 審判塔前広場 

   →実施しません。 

各種目３位まで賞状を授与しますが、最終レース終了後１時間以内に大会本

部（審判棟２階）まで取りに来てください。 
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66～67 ページ 【24】スポーツクライミング競技 

  

８ 受 付 

2022 年７月 23 日（土） ９時 00 分～９時 30 分 

サンガスタジアム by KYOCERA スポーツクライミング施設 隣接（Ｂ－１）

会議室 

 

９ 監督会議 

2022 年７月 23 日（土） ９時 40 分～10時 00 分 同上 

 

10 開始式 

2022 年７月 23 日（土）10 時 00 分～10 時 15 分 同上 

 

11 表彰式 

2022 年７月 24 日（日）16 時 00 分～16 時 30 分 同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

８ 受 付 

2022 年７月 23日（土）10 時 00分～10時 30 分 

サンガスタジアム by KYOCERA スポーツクライミング施設 隣接（Ｂ－２）

会議室 

 

９ 監督会議 

2022 年７月 23日（土）10 時 40分～11時 00 分 同上 

 

10 開始式 

2022 年７月 23日（土）11 時 00分～11時 10 分 同上 

 

11 表彰式 

2022 年７月 24日（日）15 時 00分～15時 30 分 同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 選手変更 

《競技日程表》 

月 日 予定時刻 内 容 

７月 23日（土） 

8:00～8:15 役員・スタッフ集合－打合せ 

8:30～8:40 審判員会議 

9:00 
アイソレーションオープン 

ウォームアップエリアオープン 

9:00～9:30 選手・監督受付 

9:40 アイソレーションクローズ 

9:40～10:00 監督会議 

10:00～10:15 開始式・リード競技開始通告 

11:00～ 
リード競技 

（少年女子・少年男子・成年女子） 

16:00 リード競技終了通告（終了次第） 

16:00～ 審判員会議 

７月 24日（日） 

8:00～8:15 役員・スタッフ集合－打合せ 

9:00 
アイソレーションオープン 

ウォームアップエリアオープン 

9:00～9:20 選手受付 

9:30 アイソレーションクローズ 

9:40 ボルダリング競技開始通告 

10:30～ 
ボルダリング競技 

（少年女子・少年男子・成年女子） 

15:00 ボルダリング競技終了通告（終了次第） 

15:00～ 審判員会議 

16:00～ 表彰式 
 

14 選手変更 

《競技日程表》 

月 日 予定時刻 内 容 

７月 23 日（土） 

9:00～9:15 役員・スタッフ集合－打合せ 

9:30～9:40 審判員会議 

10:00 
アイソレーションオープン 

ウォームアップエリアオープン 

10:00～10:30 競技会選手・監督受付 

10:40 アイソレーションクローズ 

10:40～11:00 監督会議 

11:00～11:10 開始式・リード競技開始通告 

11:15～ 
リード競技 

（少年女子・少年男子・成年女子） 

 リード競技終了通告（終了次第） 

15:00～15:30 ＡＤ研修（選手・監督全員） 

16:00～ 審判員会議 

７月 24 日（日） 

8:00～8:15 役員・スタッフ集合－打合せ 

9:00 
アイソレーションオープン 

ウォームアップエリアオープン 

9:00～9:20 選手受付（削除） 

9:30 アイソレーションクローズ 

9:40 ボルダリング競技開始通告 

10:00～ 
ボルダリング競技 

（少年女子・少年男子・成年女子） 

 ボルダリング競技終了通告（終了次第） 

14:30～ 審判員会議 

15:00～ 表彰式 
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42～43 ページ 【14】軟式野球競技 

  

６ 参加人員 

(4)  近畿ブロック大会は、各府県第１次予選会に出場したメンバーを変更する

ことはできない。 

  ただし、死亡、疾病、障害等の特別な場合は、資格審査のうえ、認めるこ

ともある。特別な事情で選手を変更する場合は、証明する書類（原本は実施

競技団体宛、写しを２部作成して京都府実行委貝会宛及び保管用）を添付

し、参加選手交代（変更）届を出場する府県支部長を経由して、近畿ブロッ

ク大会の７日前〔８月６日（土）〕までに下記宛提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

  

６ 参加人員 

(4)  近畿ブロック大会は、各府県第１次予選会に出場したメンバーを変更する

ことはできない。 

  ただし、死亡、疾病、障害等の特別な場合は、資格審査のうえ、認めるこ

ともある。特別な事情で選手を変更する場合は、証明する書類（原本は実施

競技団体宛、写しを２部作成して京都府実行委貝会宛及び保管用）を添付

し、参加選手（監督含む）交代（変更）届を出場する府県支部長を経由し

て、近畿ブロック大会の７日前〔８月６日（土）〕までに下記宛提出するこ

と。 

※ 上記の選手（監督含む）変更可能期日を過ぎて、新型コロナウイルス感染

症の感染が発生した場合、近畿ブロック大会の前日 17 時までに変更届と

PCR 検査結果を提出すること。なお、濃厚接触者についても近畿ブロック

大会の前日 17時までに、該当支部の文書と変更届を提出すること。 

※ 監督の変更が生じる場合には、公認軟式野球コーチ１、公認軟式野球コー

チ２、または公認軟式野球コーチ３、公認軟式野球コーチ４の有資格者と

する。 
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39～41 ページ 【13】卓球競技 

  

１ 期 日  2022 年８月 13 日（土）～14 日（日）２日間 

種 別 ８月 13 日（土） ８月 14 日（日） 

成年男子 
リーグ戦２試合 

13：00～ 

リーグ戦３試合 

９:00～ 
成年女子 

少年男子 

 

 

 

 

 

 

  

１ 期 日  2022 年８月 13 日（土）～14 日（日）２日間 

種 別 ８月 13 日（土） ８月 14 日（日） 

成年男子 
リーグ戦２試合 

13：00～ 

リーグ戦３試合 

９:30～ 
成年女子 

少年男子 

 

 

 

 

 

 

 



 第 77 回（特別冬季）国民体育大会近畿ブロック大会実施要項 正誤表 
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42～43 ページ 【14】軟式野球競技 

  

４ 競技上の規程及び方法 

(1)  競技規則は、2022 年度公認野球規則・競技者必携及び別に定める特別規則

を適用する。なお、大会規程は、公益財団法人全日本軟式野球連盟規程細則

による。 

(2)  使用球は、公益財団法人全日本軟式野球連盟公認球〔Ｍ号〕を使用する。 

マルエスボール〔Ｍ号〕 

(3)  本大会の特別規程として、９回戦３時間とする。時間内であれば最長３回

まで延長戦を行う。 

３時間を経過または、最長３回までの延長戦を終えてなお同点の場合は、

健康維持を考慮して次のイニングより引き続きタイブレーク方式を勝敗が決

するまで行う。ただし、５回以降 10点差、７回以降７点差でコールドゲーム

を採用する。 

(4)  採用時間（３時間）になれば、試合回数（９回）を満たしていなくても試

合は成立する。その回の終了時で得点の多いチームが勝利を得る。 

(5)  打者、次打者、走者、ベースコーチは、競技者必携に記載のヘルメットを

必ず着用すること。 

(6)  捕手は、公益財団法人全日本軟式野球連盟公認のマスク(スロートガード

付)、レガーズ、プロテクター、Ｓ・Ｇマークのついたヘルメット、ファウル

カップを必ず着用すること。 

 

 

 

 

 

 

 

  

４ 競技上の規程及び方法 

(1)  競技規則は、2022 年度公認野球規則・競技者必携及び別に定める特別規則

を適用する。なお、大会規程は、公益財団法人全日本軟式野球連盟規程細則

による。 

(2)  使用球は、公益財団法人全日本軟式野球連盟公認球〔Ｍ号〕を使用する。 

マルエスボール〔Ｍ号〕 

(3)  本大会の特別規程として、９回戦 150 分とする。150 分を経過し同点の場

合は、健康維持を考慮して次のイニングよりタイブレーク方式を勝敗が決す 

るまで行う。ただし、５回以降 10点差、７回以降７点差でコールドゲームを

採用する。 

(4)  採用時間（150 分）になれば、試合回数（９回）を満たしていなくても試

合は成立する。その回の終了時で得点の多いチームが勝利を得る。 

(5)  打者、次打者、走者、ベースコーチは、競技者必携に記載のヘルメットを

必ず着用すること。 

(6)  捕手は、公益財団法人全日本軟式野球連盟公認のマスク(スロートガード

付)、レガーズ、プロテクター、Ｓ・Ｇマークのついたヘルメット、ファウル

カップを必ず着用すること。 

 

 

 

 

 

 


