大会開催のお知らせ

第 14 回東北選抜学童軟式野球大会
毎年、多くの小学生野球クラブ様より出場していただき、心より感謝申し上げます。
私たちＢＩＧＷＥＳＴＣＵＰは、２０１８年もさらに野球尐年尐女に心より楽しんでいただける大会
を目指してまいります。
第１３回大会は東北から１６６クラブの出場をいただきました。熱戦の予選リーグを戦い抜き、本戦
大会に４２クラブが集結して盛大に開催いたしました。
第１３回大会は、福島県相馬市の「相馬東部スポーツ尐年団野球部」が頂点に立ち、第 11 回全国学
童野球大会ポップアスリートカップでは、東京ドームを舞台に堂々とした戦いを魅せてくれました。
今年も多くのクラブにＢＩＧＷＥＳＴＣＵＰの頂点を、そしてポップアスリートカップ全国大会の
『てっぺん』を目指して欲しいと願っています。

【すべては子供たちのために】
ＢＩＧＷＥＳＴＣＵＰは『さらなる進化』をお約束いたします。更なる出会いと、東北の野球レベル
の向上へ私たちは最高の舞台を用意いたします。私たちは、子供たちの笑顔ために、東北学童野球の
発展のために走り続ける覚悟です！

【ポップアスリートと共に】
２０１１年大会より、優勝クラブは全国学童軟式野球大会ポップアスリートカップへ出場させていた
だいております。２０１８年大会も優勝クラブへは出場権が与えられます。ＢＩＧＷＥＳＴＣＵＰは、
ポップアスリートの『次世代の子供達の育成』という理念に深く共感させていただき、ポップアスリ
ートカップ全国大会の運営、「がんばれ東北！」プロジェクト等を共に活動しています。
子供たち・指導者・保護者の方々が、出場したいと言っていただける大会運営を今まで以上に心が
けてまいります。過去の実績と反省点を活かして、素晴らしい大会を出場する皆様と共に作りあげて
いきます。進化を続けるＢＩＧＷＥＴＣＵＰにご期待ください。

参加から大会までの流れ
① 参加申し込み

１月１５日(月)～４月９日(月)まで

ポップアスリート
への登録は必ず行
ってください！

② 事務局へメンバー表をメールかＦＡＸ。協賛金振込みで登録完了！！
メンバーが決定していない場合は、代表者欄のみ記入でＯＫです！
メンバーは、じっくり考えて４月９日必着で返信ください。

③ 本部において、４月１０日(月)に予選リーグ公開抽選！即日ＨＰ公開。翌日より順次通知。

４月 14 日～８月 26 日 １次予選リーグ！
④ リーグ振り分けが、お手元に届きましたら日程交渉を開始してください。
⑤ 試合日時が決定しましたら、本部へメールまたはＦＡＸで報告
⑥ 試合
⑦ 試合終了後、勝利クラブがメールまたはＦＡＸで本部へ連絡！
９/２・３は、
１次予選リー
グの予備日に
も適用。

必ず、予定報告・結果
報告をお願いします。

１次予選リーグ１位通過は本戦大会確定！
予選リーグ２位は、２次予選リーグへ！
他の予選２位と対戦！１位クラブが本戦へ！

９月１日～９月 24 日 ２次予選リーグ！
⑧ 本戦大会・２次予選リーグの組み合わせは、８月上旬までに対戦カードをＨＰにて発表。
⑨ ２次予選リーグは、１次予選リーグ同様に両クラブで試合日時を決定していただき対戦。
※近燐リーグ、４クラブにてトーナメント構成します。事務局判断で２～３クラブ構成あり。
本戦には、１次予選リーグ１位クラブ。
２次予選１位クラブ。開催地枠。
昨年度優勝クラブ(相馬東部スポ少)。
青森県・岩手県ｊｒ．選手権優勝２クラブ

本戦大会 10/7.8.9.14.15 開催！
優勝クラブ出場権
第 12 回全国学童野球大会ポップアスリートカップ(東京都)

第 14 回 東北選抜学童軟式野球大会
１．大 会 趣 旨

開催要項

アマチュアスポーツとしての正しい軟式野球を小学生に普及し、スポーツマンシップに基づいたフェア
ープレーの精神を養う。また、他県・他支部のクラブとの交流を通して、健全なる青尐年育成に寄与す
ることを目的として行われる大会です。

２．主

催

BIGWESTCUP 実行委員会

３．後

援

※後援依頼予定団体掲載
花巻市教育委員会

青森県

弘前市教育委員会

岩手県小学生野球交流協会
青森放送
４．協

賛

青森朝日放送
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力

岩手県野球協会

テレビ岩手
岩手日報

青森県教育委員会

岩手放送

岩手日日

岩手県教育委員会

めんこいテレビ

東奥日報

陸奥新報

㈱南部美人 東武トップツアーズ㈱
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㈱柏崎組 スーパースポーツゼビオ

日刊スポーツ東北総局

岩手県選抜クラブ指導者会

岩手県野球協会
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５．特 別 協 賛

岩手県

(株)Ｐ＆Ｐ浜松

秋田県地区選抜野球協会

青森市審判倶楽部

宮城山崎武司杯実行委員会

７．予 選 会 期

平成３０年４月１４日～９月２４日

自主計画・自主対戦方式

８．予 選 形 式

参加クラブを６～７クラブの予選リーグに分け、上位１クラブに本戦大会出場権を与える。
１次予選リーグ２位は２次予選リーグへ進出。２次予選リーグ１位に本戦大会出場権を与える。

９．試 合 規 定

予選・本戦とも別紙にて定める。

10．本 戦 会 期

平成３０年１０月６・７・８・１３・１４日

11．本 戦 会 場

本戦

12．開

平成３０年１０月６日(土)８：３０

会

式

花巻市石鳥谷ふれあい公園(10/6･7･8)

決勝トーナメント

石鳥谷ふれあい公園

※本戦出場クラブ対象

13．監 督 会 議

平成３０年１０月６日(土)８：００より大会本部にて行います。

14．本戦出場権

２０１７年大会優勝クラブ（相馬東部スポーツ尐年団野球部）
青森県ジュニア選手権 2017 優勝クラブ

弘前市はるか夢球場(10/13･14)

岩手県ジュニア選手権 2017 優勝クラブ

１次予選リーグ１位クラブ。また予選２位で構成された２次予選リーグ１位クラブ。
予選リーグ１位通過クラブが辞退した場合、その予選リーグより繰り上げて出場権を与える。
15．参 加 資 格

青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県の小学生(１～６年生)で構成されたクラブ。
※参加資格規定に関しましては、別紙をご覧ください。

16．表

彰

優勝クラブには賞状、優勝旗、優勝盾、副賞などを贈呈。２０１９年本戦大会には招待いたします。
準優勝クラブには賞状、準優勝杯、準優勝盾、副賞などを、３位クラブに賞状、盾を贈呈。個人賞に、
最優秀選手賞・優秀選手賞・ホームラン賞・監督賞など４０種類を超える個人賞を用意しております。
優勝クラブには、第１２回全国学童軟式野球大会ポップアスリートカップ出場権を与える。

17．協

賛

金

参加料としての納金はいただきません。
参加する条件として協賛金を納金願います。予選出場に関して１クラブ１０,０００円頂きます。
また、申し込み・振込みを頂いてからの辞退の場合は、返金いたしません。
例年通りの大会運営を維持するため、『協賛金』での協力をよろしくお願いいたします。

18．振

込

先

青森銀行 田子支店 普通口座

３０１１９１０

ＢＩＧ ＷＥＳＴ ＣＵＰ 事務局

山市 幸大（ヤマイチ ユキヒロ）

19．本戦協賛金

本戦出場クラブは、本戦大会時に１クラブにつき１０，０００円の納入をお願いいたします。

20．大会責任者

BIGWESTCUP

事務局長

TEL:090－7320－4468

山市

幸大

青森県三戸郡田子町大字田子字下モ鳴滝 73－2

FAX:0179－32－4710

MAIL：bigwestcup2010@yahoo.co.jp

20．主催者より 「こんな野球大会があったら楽しいのに」を真剣に考えています。大会に関わるすべての人が、自然と
笑顔になれる。一人一人の心に中に、深く思い出が刻まれる大会にします。
平成 30 年３月１日

一部変更

【重要】
参加資格について
【参加資格】
① 青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県の小学生(１～６年生)で構成。
② 野球ポータルサイト『ポップアスリート』に登録済であること。
サイト内において保護者１０名以上を登録済であること。
ポップアスリートＨＰ http://www.pop.co.jp/
③ 高円宮杯全日本学童軟式野球大会予選に出場するチーム・登録している選手で出場すること。
④ 選手登録に関して管理ができる団体であること。
※１クラブより複数の出場は可能です。しかし、選手が登録出場できるのは１クラブからのみと
なります。不正が発覚したクラブは出場辞退といたします。
⑤ お互いを尊重して予選リーグ・試合を消化していただけるチームであること
※苦情が多いクラブへは本部より指導します。改善が見られないようであれば本部より辞退をお
願いする場合があります。
※不明な点は事務局に問い合せ下さい。

【注意点】
① 『選抜チーム』について
『選抜チーム』での出場可能範囲を指定いたします。
高円宮杯全日本学童軟式野球大会予選に出場しているチームの状態での出場となります。
② リトルリーグ登録選手の選手登録について
２０１８年４月１日以降にリトルリーグへ所属している(していた)選手は出場できない。
③ 選手の二重登録について
１クラブより複数のチーム出場は可能です。しかし、１選手が出場できるのは登録された１チー
ムからのみとなります。不正が発覚したクラブは出場辞退といたします。また、予選敗戦が決ま
ったクラブより補強しての本戦出場も禁止とし、発覚した場合は辞退といたします。
④ メンバーの追加について
メンバー表への登録は、最大 25 名となっております。25 名に達していない場合の選手追加登録は
可能です。しかし選手の削除・変更はできません。シーズン途中の退団によるメンバー表からの
削除もできません。本戦が確定した場合、登録選手内で背番号を記入したメンバー表を再提出し
ていただきます。連絡者・監督・コーチも同様の対応となります。不慮の事故等により、事務局
側が許可した場合は、その限りではありません。
※クラブ・メンバー登録に関しまして規制を設けさせていただいております。より多くの小学生に
『夢』を持ってグラウンドに立ってほしい。そして、その舞台が公平な場所でなければならないと心
から願っております。

