リーグ規約
サタデーファインリーグは、大阪府内の球場で土曜日に試合を行う、自主運営型の軟式野球私設リーグです。
2019 年度参加チーム
・大阪マリナーズ
・ＫＴクラブ
・ＪＡＺＺＭＥＮ
・ストリークス
・ＨＡＲＢＯＲＳ
・ラビット
・RELAX BASEBALL CLUB
（以上 7 チーム、敬称略、五十音順）
リーグ管理人
久間 省三 くま しょうぞう
sfl̲2009@yahoo.co.jp
shozokum@softbank.ne.jp
管理人からの連絡は通常電子メールで行います。
上記ふたつのアドレスからのメールが迷惑メールに分類されませんよう、設定をお願いします。
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参加条件
■大阪府内の軟式野球場を積極的に取得できるチーム
■土曜日に試合ができるチーム
■インターネット・メールでの連絡が可能なチーム
■活動歴 1 年以上のチーム
■ユニフォームが揃っているチーム
■年会費およびリーグ管理人より連絡のあった諸費用が納入できるチーム
年会費
1 チーム￥5,000
2019 年の対戦期間
3 月 2 日(土)〜11 月 30 日(土) までの毎週土曜日
12 月 7,14,21 日の各土曜日を 11 月 30 日(土)までの試合の雨天時予備日として使用できます。
試合の行い方
参加チームによる１回総当たり戦およびリベンジマッチを行います。
各チームともリーグ管理人が発表します「対戦順番」にしたがって対戦交渉し、試合を進めてください。
リーグ管理人は日程調整には携わりません。ただし、他チームに比し試合の消化が遅延していると管理人が判断した際は
その事情をお尋ねいたします。
順位
リーグ戦の順位は一試合ごとに付与する勝ち点の合計により決定します。
勝ち=4 点
引き分け=3 点
負け=2 点
不戦敗=0 点
勝ち点の最も多いチームを一位とし、以下順位を決定します。
勝ち点の等しいチームがあるときは、勝ち数の多いチームを上位とします。
勝ち数も等しい場合は、引き分け数の多いチームを上位とします。
引き分け数も等しいチームがあるときは、不戦敗の少ないチームを上位とします。
不戦敗数も等しいチームがあるときは、当該対戦の成績上位者を上順位とします。
以上をもってしても順位が定まらないときは、同順位とします。
表彰
勝ち点上位三チームを入賞とし、表彰します。
試合結果の報告
試合結果は 試合終了後ただちに試合結果掲示板で報告してください。
必ず対戦した両チームから報告をお願いします。
球場使用料金と派遣審判員利用料金
試合を行う両チームにて折半してください。
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試合要項
使用球
リーグ戦はＭ号ボールを使用します。メーカーは問いません。
両チームとも、試合開始前に 未使用のＭ号ボール ２球を審判員へ提出してください。
試合中紛失した場合は紛失チームが補充を行ってください。補充球は未 使用球に限りません。
チーム外選手(助っ人)
チームのユニフォームを着用した選手が六名未満のときは不戦敗とします。
チーム外選手三名までを含めて九人とし、リーグ戦を始めることができます。
ただし、チーム外選手は投手ができません。
チーム外選手は、野球のユニフォームを着用した者に限ります。
チームのユニフォームを着用した選手が六名または七名いる場合、チーム外選手は三名まで、
チームのユニフォームを着用した選手が八名いる場合、チーム外選手は二名まで、
チームのユニフォームを着用した選手が九名いる場合は、チーム外選手は一名のみ参加できます。
チームのユニフォームを着用した選手が十名以上いるときは、チーム外選手を出場させることはできません。
全員打ち
10 番打者以上を採用して構いません。試合開始前に両チームで実施合意の確認をとってください。
試合回数
7 回戦とします。
得点差によるコールドゲームはありません。
試合は 4 回終了をもって成立します。
7 回終了時で勝敗が決定しない場合は、両チーム合意の上で時間の許す限り延長戦を行って構いません。
試合用具
金属バットは全日本軟式野球連盟公認のものに限ります。
攻撃側選手のヘルメットは着用を義務としません。
捕手のマスクおよびシンガード以外の防具は着用義務としません。
審判
派遣審判員の雇用を義務としません。
セルフジャッジ(攻撃側審判・控え選手審判)も可とします。
試合開始時間
球場使用開始時刻の 15 分後までに試合を開始します。
15 分後までに選手を九名そろえることのできないチームには不戦敗を記録します。
時間切れ
球場使用終了時刻の 10 分前には試合を終了し、 先攻後攻を問わずその時点でリードしているチームを勝ちとします。
不戦敗
試合日の 1 週間前を過ぎて試合をキャンセルしたチームは不戦敗とします。
試合をキャンセルしたチームは球場使用料全額を支払ってください。
ただし、相手チームの合意があれば、不戦敗とせず、後日再試合も可とします。
その他 基本的な試合規則は、全日本軟式野球連盟の諸規則に準じることとします。
スポーツ保険適用外のリーグ戦です。
試合中の負傷など、選手の受傷にリー グ管理人は責任をもちません。
球場内外で発生した選手の怪我や第三者との紛争にリーグ管理人は関与しません。
当事者間で必ず処理してください。
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対戦順番
<<第 1 回戦>>
大阪マリナーズ <- VS -> RELAX BASEBALL CLUB
ラビット <- VS -> ストリークス
ＫＴクラブ <- VS -> ＨＡＲＢＯＲＳ
******************************
<<第 2 回戦>>
大阪マリナーズ <- VS -> ＪＡＺＺＭＥＮ
ラビット <- VS -> RELAX BASEBALL CLUB
ＨＡＲＢＯＲＳ <- VS -> ストリークス
******************************
<<第 3 回戦>>
大阪マリナーズ <- VS -> ラビット
ＫＴクラブ <- VS -> ＪＡＺＺＭＥＮ
ＨＡＲＢＯＲＳ <- VS -> RELAX BASEBALL CLUB
******************************
<<第 4 回戦>>
大阪マリナーズ <- VS -> ＫＴクラブ
ＨＡＲＢＯＲＳ <- VS -> ラビット
ストリークス <- VS -> ＪＡＺＺＭＥＮ
******************************
<<第 5 回戦>>
大阪マリナーズ <- VS -> ＨＡＲＢＯＲＳ
ストリークス <- VS -> ＫＴクラブ
RELAX BASEBALL CLUB <- VS -> ＪＡＺＺＭＥＮ
******************************
<<第 6 回戦>>
大阪マリナーズ <- VS -> ストリークス
RELAX BASEBALL CLUB <- VS -> ＫＴクラブ
ＪＡＺＺＭＥＮ <- VS -> ラビット
******************************
<<第 7 回戦>>
RELAX BASEBALL CLUB <- VS -> ストリークス
ＪＡＺＺＭＥＮ <- VS -> ＨＡＲＢＯＲＳ
ラビット <- VS -> ＫＴクラブ
******************************
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リベンジマッチ実施一覧
OM
大阪マリナーズ
ストリークス

〇

ラビット

〇

ST

RA

〇

〇
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KT
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RX

〇
〇

ＨＡＲＢＯＲＳ

〇

ＫＴクラブ

〇

ＪＡＺＺＭＥＮ

〇
〇

〇

RELAX BASEBALL CLUB

〇

〇
〇

1. 上記の対戦順番にしたがって対戦相手と交渉し、対戦日時と球場、派遣審判の有無を決定してください。
2. 決定された対戦日時と球場、派遣審判手配の要不要をメールまたはリーグの掲示板を使用して管理人ま
でご連絡ください。
3. 1〜2 の繰り返しで、全チームとの対戦日程を順次お決めください。
4. 対戦交渉が成立しなかった場合、次の対戦相手と優先的に対戦交渉を進めていただいて構いません。
対戦期間は 2019 年 3 月 2 日〜11 月 30 日までの土曜日です。
雨天予備日を 2019 年 12 月 7、14、21 日の各土曜日とします。
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