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第 1６回キンボールスポーツたこやき大会 募集要項 

 

主  催 大阪府キンボールスポーツ連盟 

 

後  援 一般社団法人日本キンボールスポーツ連盟 豊中市 

 

協  力 梅花女子大学 ＮＰＯ法人フレンドリー情報センター ＵＳスポーツ 

 

日  時 2022 年７月２４日（日） 受付 ９：00 開会式 9：30 終了予定 17：３0 

  ※大会終了時間は、参加チーム数により変更になる場合があります。予めご了承下さい。 

 

場  所  豊中市立庄内体育館 〒561-0855 豊中市野田町 4－1 TEL 06-6331-7922 

  ・阪急宝塚線「庄内」駅から北へ約 500 メートル 

  ※周辺地図、詳細アクセス例は庄内体育館の次のアドレスにてご確認ください 

   https://www.city.toyonaka.osaka.jp/shisetsu/sports/syounait.html 

 

競技部門  1.ジュニア（小学生）の部  2.フレンドリーの部  3. チャンピオンチャレンジの部 

4.チャンピオンの部・男子  5.チャンピオンの部・女子 

※チーム編成は、ジュニア・フレンドリーの部は男子のみ・女子のみ・混合いずれも可 

チャンピオンチャレンジの部は男子（35 歳以上.の方、中学生、高校生）、女子（中学生

以上の方）でチームを編成してください 

 ※各部門、チーム数が少ない場合、部門の変更をお願いする場合があります 

 

競技規則  2022 年度公式ルール及び一部申し合わせ事項を適用します。 

  ※ジュニア・フレンドリーの部については、片手ヒットは反則となります。 

  ※ジュニアの部のプッシュヒットについてはコンタクトミスを適用しません。 

 

試合方法   （１）全部門で予選リーグを行い、上位チームでの準決勝、準決勝での 1 位 3 チームによ

る決勝戦を行います。但し、参加チーム数により準決勝を行わない場合もあります。 

（２）予選リーグ（各チーム３試合）は時間制で行います。 

   ジュニアの部の決勝は７分 2 ピリオド制で行います。 

   フレンドリーの部・チャンピオンチャレンジの部・チャンピオンの部（男子・女子） 

の準決勝は 11 点１ピリオド先取、決勝は 11 点 2 ピリオド先取で行います。 

   ※但し、参加チーム数により、試合方法等が変更される場合があります。 

 

参加対象 小学生以上のキンボールスポーツ愛好者とさせていただきます。 
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参加申込 1 チーム 4 名～8 名で構成して下さい。 

  ※ケガ等で棄権しなければならなくなる可能性を考えて、5 名以上でお申し込み下さい。 

 

参加料  ◆ジュニアの部（小学生） 1 人 ￥500 

  ◆フレンドリーの部 1 チーム ￥8,000 

◆チャンピオンの部（男子・女子）・チャンピオンチャレンジの部 1 チーム ￥10,000 

  （１）ジュニアの部の参加料は１人ごとで、フレンドリー・チャンピオンチャレンジ・ 

     チャンピオンの部は 1 チームごとになっています。 

  （2）参加料には保険料を含みます。但し、傷害保険は事前加入のため、大会当日に変 

     更および追加された選手の方は、傷害保険の対象外となります。大会中に負傷等 

     をされても一切適応されませんので、予めご了承ください。 

 

申込方法 メール申込での受付になりますのでご注意下さい。 

  ※別紙参加申込書に必要事項を入力の上、下記大阪府キンボールスポーツ連盟宛にメー 

   ル添付にてお申込みください。入金が完了した後でのみ参加申込書の受付をいたします。 

  ※申込メールを確認後に返信をいたしますが、混雑時はすぐに返信できない場合もあり 

   ますので予めご了承ください。なお、申込後３日程度経過しても返信がない場合は、 

   お手数ですが、当連盟までメールにて再度お問い合わせください。 

  e-mail： kinball_osaka@yahoo.co.jp 

 

振込み先 金融機関 ：三菱東京ＵＦＪ銀行 茨木西支店 

  口座番号 ：【普通】 3629355 

  名  義 ： 大阪府キンボールスポーツ連盟 

  ※一旦、振り込まれた参加料等は返金できませんので、ご了承ください。 

 

申込締切   2022 年７月７日（木）必着 ［ 厳守 ］ 

 

その他    （１）参加者は事前に健康に異常のないことを確認して、本人の責任（未成年者は保護者 

の責任）において参加して下さい。 

（２）大会は無観客で行います。 

試合に登録している者・大会役員・スタッフ・レフリーが体育館に入館できます。 

また１チームにつき引率者 2 人まで、ジュニアの部の保護者については事前に登録 

された方のみ入館が可能です（あらためて申請書を送ります）。 

その他の方は体育館への入館、試合の観戦はできません。予めご了承ください。 

当日体育館に入館される方は全員「健康チェックシート」を提出していただきます。 

（３）体育館に入館の際、検温を行います。チーム登録メンバー内に 37 度 5 分以上の 

発熱者がいる場合は、当該チームは本大会に参加できません。 

（４）参加者各自において、下記のゼッケン各色を 1 枚ずつを持参してください。 

ジュニア・フレンドリー・チャンピオンチャレンジの部はピンク・グレー・ブラック 

チャンピオンの部（男子・女子）はブルー・グレー・ブラック 

        ※公式ゼッケンでなくても結構です。 
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（５）競技中に事故が発生した場合、応急処置は施しますが、それ以外の責任は一切負い 

       ません。 

     （６）主催者がキンボールスポーツの普及・振興のため写真・映像を使用する場合、個人の 

肖像権・著作権は主催者に帰属いたします。 

     （７）昼食は各自でご用意ください。 

 

【新型コロナウイルス感染防止対策について】 

 

①大会開催にあたり、日本キンボールスポーツ連盟の「キンボールスポーツイベント再開に向けた感染拡 

大予防ガイドラインを遵守いたします。 

 詳しくは下記の日本キンボールスポーツ連盟のホームページにてご確認ください。  

 

②全国的な感染状況及び府内の感染状況等を踏まえ、主催者の判断により大会を中止または地域限定とす 

る場合がありますのでご了承ください。  

  

③大会参加にあたっては、下記について遵守いただきますようご協力をお願いいたします。 

 なお、これを遵守できない参加者には、他の参加者の安全を確保する等の観点から、大会への参加を取 

り消したり、途中退場を求めたりすることがあります。  

 

④以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせてください。  

 ・体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）。   

 ・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。   

 ・過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている  

 ・国、地域等へ の渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合。  

  

⑤マスクを着用してください。 

 

⑥こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施してください。  

 

⑦プレー中以外は他の参加者、スタッフ等との距離（2ｍを目安）を確保してください。 

 （障がい者の誘導や介助を行う場合を除く）  

  

⑧大会中に大きな声で会話、応援等をしないでください。  

  

⑨感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従ってください。  

  

⑩大会終了後 2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速やかに濃厚 

接触者の有無等について報告してください。  

  

⑪大会当日、一般社団法人日本キンボールスポーツ連盟が作成した「健康チェックシート」をすべての 

参加者に提出していただきます。 
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【大会開催の判断基準 判断基準期間：大会 2 週間前～大会当日】  

①国内において緊急事態宣言が発出されていない  → 予定どおり開催  

 

②開催である大阪府を対象とした緊急事態宣言の発出（国または県） → 中止  

  

③開催である大阪府において  

・施設側からの大会中止要請 → 中止  

・府境を越えた移動の自粛要請 → 府内の参加者のみで開催または中止（府内の参加チーム数により判断）  

  

④他の都道府県において緊急事態宣言が発出  

・大会 2 週間前から大会当日までに 1 日でも緊急事態宣言が発出している都道府県の在住者 

 →ワクチン 3 回接種完了者も大会 3 日以内の PCR 検査や抗原定量検査の陰性証明が必要  

・緊急事態宣言が発出していない都道府県の在住者→①と同じ  

  

⑤その他、全国的な感染状況及び県内の感染状況等を踏まえた時に参加者の健康と安全を確保することが 

 困難であると想定され、主催者が大会の運営が困難であると判断する場合 → 中止  

  

※ 本基準に基づく参加辞退については、大会参加費は全額返金する。  

※ 本基準に基づかない自主的な参加辞退については、大会参加費は返金致しません。  

 

 

○上記により判断し、大阪府キンボールスポーツ連盟ホームページ（https://www.kinball.jp/）で 

 情報共有を行う。  

○大会が中止または内容等が変更となった際に生じる参加者の経費（大会参加費を除く）については、主催 

 者は一切負担しないものとする。   

○新型コロナウイルス感染症以外（自然災害等）においても、大会運営が困難と判断される事態が発生した 

 場合には同様に判断するものとする。 

 

 

問合せ  大会に関する問い合わせ先 

   大阪府キンボールスポーツ連盟 事務局 玉野（080-1412-2117） 

 



【イベント前２週間における以下の事項の有無】事項がある場合は、(　)内に〇をしてください。
(　　　) 平熱を超える発熱 
(　　　) 咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状
(　　　) だるさ（倦怠（けんたい）感）、息苦しさ（呼吸困難） 
(　　　)  嗅覚や味覚の異常
(　　　) 体が重く感じる、疲れやすい等
(　　　) 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無
(　　　) 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、 
地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

住所
〒

健康チェックシート
大阪府キンボールスポーツ連盟

チーム名

【 基 本 情 報 】

本健康チェックシートは大阪府キンボールスポーツ連盟が開催する各種大会講習会において新型コロナウイルス
感染症の拡大を防止するため、参加者全員の健康状態を確認することを目的としています。
本健康チェックシートに記入いただいた個人情報について、大阪府キンボールスポーツ連盟は厳正なる管理のも
とに保管し、大会講習会全ての関係者の健康状態の把握、来場可否の判断および必要なご連絡のためにのみ利用
します。また、個人情報保護法等の法令において認められる場合を除きご本人の同意を得ずに第三者に提供いた
しません。但し、会場にて感染症患者またはその疑いのある方が発見された場合に必要な範囲で保健所等に提供
することがあります。健康チェックシートはイベント当日受付に提出してください。

フリガナ

氏　名

生年月日及び年齢 西暦　　　    　　年　　　　　月　　　　　日
歳

(　　　)

未成年者の場合、保護者氏名

　　　・　　　℃　　　・　　　℃

連絡先（電話）

　　　・　　　℃

【イベント当日の起床時体温】 イベント2日前からの体温測定が望ましい

イベント当日 イベント前日 イベント前々日
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