
～ 参加競技についてのご案内 ～
「ザ・コーポレートゲームズ 東京 2018アジア パシフィック」

会場と競技についてのご案内です

ソフトボール
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項目 3日（土・祝）

出 場 チ ー ム 数 9チーム

試 合 方 式 予選リーグ戦

競 技 場 月島運動場（2面）

受 付 時 間 8:00

開 会 式 8:10

第 1 試 合 開 始 時 間 8:30

表 彰 式 15:50（予定）B面

試合日程

会場名 住所・アクセス・連絡先

月島運動場 住 所 〒104-0053 中央区晴海１丁目3-29

アクセス 東京メトロ有楽町線 月島駅下車10番出口 徒歩８分

連絡先 03-3531-1869 

試合会場

＜チームオープン＞

問い合わせ先：ザ・コーポレートゲームズ 東京 2018 アジア パシフィック 大会運営事務局

03-6869-6380 contact@corporate-games.jp

※大会当日は電話のみの対応となります。
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試合当日の流れ

受付
●受付にはキャプテン（又は代表者）がお越しください。
出欠確認と試合時間・競技グランドのご案内を致します。

●受付で選手参加証をご提示ください。
●当日の選手登録変更はできませんので予めご了承ください。

着替え・準備

開会式

試合開始

●着替える場合は会場の更衣室をご利用ください。
（更衣室の場所は5頁をご覧いただくか、受付スタッフにお問い合わせ
ください。）

●貴重品は必ず各自で保管・管理してください。

●第一試合の10分前までにB面グラウンドにお集まりください。

●日頃の練習の成果を思う存分発揮してください。
●会場は入場無料です。どなたでも観覧可能です。
応援者の方も大歓迎です！
※競技の進行に妨げにならない位置での応援をお願いします。

●昼食などの準備はございません。あらかじめご用意をお願いします。

その他注意事項

●キャプテン以外の参加者の方もスタッフが確認を行う場合がありますので、試合会場に選手参加証が
わかるものを必ずお持ちください。

●未成年者の本大会参加には、保護者の方の同意が必要になります。保護者同意書を大会HPより
ダウンロード、および保護者のご署名の上、参加される競技会場にご持参ください。

※中止のご案内について
➡当日雨天の場合は、会場管理責任者立ち合いのもとグランド状況を確認し、6時に判断を行い、
中止の場合は大会ホームページに告知いたします。

対戦表／公式ホームページ記載アドレス
https://asiapacific.corporate-games.jp/_entry/api/rd_schedule.php

※上記「対戦表」アドレスからリンク先の決勝トーナメントをご確認ください。

https://asiapacific.corporate-games.jp/_entry/api/rd_schedule.php


試合スケジュール
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日程 ■9チーム決勝トーナメント表

チーム9

コート A面 B面 C面 A：10:30

クラス チーム１

試合時間 Ａ：8:30

チーム２

A：12:40

7:40 チーム３

7:50 B：8:30

7:55 チーム４

8:00 B：14:40

8:05 チーム５

8:10 A：9:30

8:15 チーム６

8:20 A：11:30

8:25 チーム７

8:30 決勝T➀ 決勝T② B：9:30

8:40 8:30～9:30 8:30～9:30 チーム８

8:50 試合開始 試合開始

9:00

9:10

9:20 ＜３－４位決定戦＞

9:30 決勝T③ 決勝T④ ⑥敗者チーム

9:40 9：30～10：30 9：30～10：30 A：14:40

9:50 試合開始 試合開始 ⑦敗者チーム

10:00

10:10 ＜５－7位決定戦＞

10:20 ①敗者チーム

10:30 決勝T⑤ 決勝T⑧ B：10:30

10:40 10:30~11:30 10:30~11:30 ②敗者チーム

10:50 試合開始 試合開始 B：12:40

11:00 ③敗者チーム

11:10 B：11:30

11:20 ④敗者チーム

11:30 決勝T⑦ 決勝T➈ B：13:40

11:40 11:30~12:30 11:30~12:30 ⑤敗者チーム

11:50 試合開始 試合開始 ＜8－9位決定戦＞

12:00

12:10 ⑧敗者チーム

12:20 A：13:40

12:30 ➈敗者チーム

12:40 決勝T⑥ 決勝T⑪

12:50 12:40~13:40 12:40~13:40

13:00 試合開始 試合開始

13:10

13:20

13:30

13:40 決勝T⑩ 決勝T⑫

13:50 13:40~14:40 13:40~14:40

14:00 試合開始 試合開始

14:10

14:20 8位決定戦 5位決定戦

14:30

14:40 決勝戦⑬ 3位決定戦⑭

14:50 14:40~15:40 14:40~15:40

15:00 試合開始 試合開始

15:10

15:20 3位決定戦 決勝戦

15:30

15:40

15:50

16:00

16:10

16:10

16:20

16:30

休憩　12:30-12:40

15:50　表彰式（B面）

月島運動場：軟式3面会場

11月3日（祝土）

混合OP

60分（50経過後の次のイニングは行わない）

参加チーム数 9チームのトーナメント戦

開会式（8:10～8：20）B面

準備 7:00~

①

②

③

④

⑥

⑦

⑭

練習球場

練習球場

受付 8:00~

⑧

➈
⑫

⑩

⑬

⑤

⑪
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競技ルールについて

《競技クラス》
チームオープン
●※男性のみでも、女子のみでも、混合チームでも出場可能です。

《準備するもの》
●全選手、背番号入りのTシャツなどのお揃いのユニフォームを着用してください。

(上下お揃いにする必要はありません）
●スパイク、または運動靴をご持参ください。金属スパイクは禁止です。
●ヘルメット、グローブ、バット、 キャッチャーのプロテクター、レガース、マスクなど競技に必要な用具は各自でご持参
ください。

●バットは、日本ソフトボール協会（JSA）規格のゴム・革兼用バット（３号ゴムボール用の３号バット）をご用意
ください。

※試合球は主催者側で日本ソフトボール協会認定3号ゴムボールをご用意いたします。

《受付時間と試合時間》
受付開始時間：8:00
●チームキャプテンが代表として受付してください。
キャプテンの都合がつかない場合は、代わりのチームメンバーが受付を行ってください。

試合時間：8:30
※受付・試合時間はリーグ毎に異なります。 4日の決勝戦終了後表彰式を行います。

《試合形式》
●50分制（40分経過後は次のイニングを行いません）

《11月3日：決勝トーナメント・順位決定戦》
●9チームトーナメント方式
※参加チーム数により、試合形式が変更になる場合があります。
※予選リーグはありません。

《競技ルール》
●ファストピッチソフトボール方式での開催となります。
●日本ソフトボール協会のオフィシャルソフトボールルール及び大会特別規定に準じ、一部コーポレートゲームズルー
ルを採用します。

●打者、走者、次打者はヘルメットを、キャッチャーはプロテクター、レガース、マスクを必ず着用して下さい。
●本塁打のラインを設け、それをダイレクトで超えた場合は本塁打とします。ゴロもしくはワンバウンド以上で超えた場
合は2塁打とします。
●全試合、7回又は40分を超えて新しいイニングに入りません。
●時間制限のため7イニングできないと審判員が判断した時は、原則として「次のイニングを最終回にする」と通告し
ますが、ゲーム進行状況により通告できない場合もありますので予めご了承下さい。
●得点差によるコールドゲームは採用しません。
●決勝トーナメントで同点の場合は抽選で勝敗を決定します。
※競技詳細は変更となる場合があります。
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■会場レイアウト図

自販機
トイレ

救護テント

受付テント

駐車場

月島運動場

■会場周辺図

受付

受付

月島
運動場

／月島駅からの徒歩ルート 徒歩８分

更衣室

開会式会場

■受付
・受付は月島運動場内の駐車場内のテントに
設置しております。

■施設について
・シャワー、ロッカー、更衣室は事務棟横にござい
ます。

■駐車場 10台
・各チーム1台分を確保いたします。
・上記以外の駐車場がありませんので、できる限
り乗り合い等の対応をお願いいたします。
※駐車場利用時は必ず受付に申し出てください。

■開会式会場
・B面グラウンドで行います。


