


東自販親善野球大会は、会員販社の従業員の皆様に楽しんでいただくこと
を目的にスタートし、お陰様で第８回を迎えることになりました。
今大会は、会員会社の合併等によるチーム統合もありましたが、昨年と同

様に参加２０チームで開催することができました。
振り返りますと、この東自販親善野球大会は、８年前にスタートして以降、

各チームの交流が増え、休日には定期的な練習試合を実施しているチームも
あると聞いており、この大会の開催意義が、各販社に広く伝わっていることに、
非常に嬉しく思っているところであります。
また、前回大会から新型コロナウイルスの感染防止対策を考慮し、使用する

グラウンドを東西に分けるなど、選手の負担を可能な限り軽減する開催運営と
なっております。
この年に一度の東自販親善野球大会が、より良い大会となりますよう参加

されるチームをはじめ、関係者の皆様の暖かいご支援とご協力のほど、よろしく
お願い申し上げます。
結びになりますが、すべての参加されるチームのご健闘を祈念するとともに、

更なる親睦を深めていただくことを期待して、挨拶とさせていただきます。
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１．期 日 令和４年４月１９日（火）より
２．場 所 大井ふ頭中央海浜公園野球場、福生市営福生野球場、

ネッツ多摩昭島スタジアム
３．大会役員大会会⾧ ・東京自動車販売協会会⾧及び

㈱ホンダ東京西 加藤 社⾧
関係者 総括委員⾧ ・東京自動車販売協会 髙橋 専務理事

公式審判員 各試合２人、３位決定戦より４人
（野球連盟等に依頼）

事務局スタッフ 支部職員
４．参加基準 ・原則、都内事業所に従事する者でチーム編成。

・広域販社の場合は、他県支部の大会に出場登録の無い者
であれば他県事業所に所属している者も出場を認める。但
し、関東地区大会にチームの出場資格は無いものとする。
・他県事業所の選手を含む場合は、登録選手名簿に表記する。

５．参加費 １チーム ３０，０００円
６．開会日
（１）日時 令和４年４月１９日（火）
（２）場所 大井ふ頭中央海浜公園野球場、福生市営福生野球場
７．閉会式次第
（１）日時 令和４年６月７日（火）予定
（２）場所 ネッツ多摩昭島スタジアム
（３）出席者 大会役員、報道関係者、ベスト４チーム
（４）次第 成績発表並びに表彰、優勝旗、優勝カップ等、賞品の授与

・優勝、準優勝、３位、４位
・最優秀選手賞（優勝チームから１名）
・優秀選手賞 （準優勝チームから１名）
・殊 勲 賞 （３位、４位チームから１名）
閉会挨拶 大会会⾧
記念撮影

８．表彰について
閉会式にて上記表彰を行うほか、下記の賞を設ける。
・敢闘賞 ベスト４進出チームを除く全チームに対し各１名授与する。

（試合終了後、当該チームへ賞品を授与）
・ホームラン賞 ホームラン１本につき、ホームラン賞を授与する。

（試合終了後、当該チームへ賞品を授与）

第８回 東自販親善野球大会 実施要領



② 降雨等により試合続行の不可能な場合は、以下の規定とする。
（イ）５回終了以降の場合は、得点の多いチームの勝利とし、回途

中の場合は均等回に遡って勝敗を決する。勝敗が決しない場
合は、５人制のじゃんけんとする。

（ロ）５回終了以前の場合は、再試合とする。
③ 臨時代走者について

試合中、攻撃側選手に不慮の事故などが起き、試合の中断が⾧引く
と審判員が判断した時は、相手チームに事情を説明し臨時の代走
者を許可できる。代走者は試合に出場している選手に限る。

④ ＤＨ制は採用。
運用ルールについては、昨年と同様

⑤ 試合球について
全日本軟式野球連盟公認球（ケンコーボールＭ号）を使用※事務局が用意

⑥ 試合で使用できる（する）道具について
ユニホーム 必ず統一のユニホームを着用し出場※背番号は必須
バット ＪＳＢＢ軟式公認バット
スパイク 制限無し
ヘルメット 打席でのヘルメットは必須
キャッチャー道具
以上は各チームにて準備

⑦ ダックアウト（ベンチ）について
トーナメント組合せ表の右側が常に一塁側（先攻）とする。

⑧ シートノックについて
後攻のチームが先に行い、制限時間は５分

⑨ ファールボールについて
試合中は、自軍側ファールゾーンに来たボールに対応する。
フェンス外のボールについては、応援の皆さまにもご協力をお願いする。

⑩ グラウンド整備について
試合前後に、両チーム合同でトンボがけを行う。

⑪ 選手登録について
人数は特に制限しない。（但し、事務局へは出場予定選手を事前に届け
ること。事務局は選手全員に傷害保険を掛ける。）

⑫ メンバー票について
試合前までに各チームとも２枚用意し、主審と相手チームに提出する。

⑬ スコア集計について
スコアの表示は審判又は事務局スタッフ。集計は事務局スタッフが行う。
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９．試合実施要領

（１）試合開始 密を避けるため、会場・グラウンドによって開始時間が
異なります。事務局の最新発表をご確認ください。

（２）集合時間 試合開始３０分前※開始時間までに揃わない場合
は不戦敗

（３）試合方法
１）１回戦・２回戦・３回戦
① 試合は、７イニング又は９０分以内とし、５回終了時で７点差以

上の場合はコールドゲームとする。※７イニングに達せず、９０分を
超えたイニング終了時に点差が付いている場合は、その時点で試合
終了とする。

② ９０分以内に７イニング終了し、同点の場合は、通常の延⾧回を行う。
③ ９０分を超えて勝敗が決しない場合の新しいイニングは、同点決勝方

式の延⾧を１イニングのみ行う。それでも勝敗が決しない場合は、５人
制のじゃんけんとする。

２）準決勝・３位決定戦
① 試合は、７回又は１２０分以内とし、５回終了時で７点差以上の
場合はコールドゲームとする。※７イニングに達せず、１２０分を超えた
イニング終了時に点差が付いている場合は、その時点で試合終了とする。

② １２０分以内に７イニング終了し、同点の場合は、通常の延⾧回を行
う。

③ １２０分を超えて勝敗が決しない場合の新しいイニングは、同点決勝
方式の延⾧を１イニングのみを行う。それでも勝敗が決しない場合は、
５人制のじゃんけんとする。

３）決勝戦
① 試合は９回又は１８０分以内とし、５回終了時で１０点差以上。７
回終了時で７点差以上の場合はコールドゲームとする。

② １８０分以内の延⾧戦の場合は１２回までとする。
③ １２回又は１８０分を超えて勝敗が決しない場合は、同点決勝方
式の延⾧を１イニングのみ行う。※同点決勝方式
継続打順とし、前回の最終打者を一塁走者として、二・三塁走者は
順次、前打者とし二死満塁からの表裏の攻撃を行う。

４）その他
① ルールは公認野球規則に準じ、当該審判員の判定及び状況判断に

従い進めるものとする。



１２．試合当日について
・早めに来場してキャッチボール等のウオーミングアップをする場合は各グラウンドで各
チーム、場所を譲り合って使用すること。

（１）大井ふ頭中央海浜公園野球場
事務局本部は、Ｂグラウンドバックネット裏に設置。
連絡担当者は、試合開始前に必ず選手が集合した旨を大会事務局に報告。

（２）福生市営福生野球場・ネッツ多摩昭島スタジアム
球場内に事務局スタッフが常駐
連絡担当者は、試合開始前に必ず選手が集合した旨を事務局スタッフに報告。

以 上

◎大井ふ頭中央海浜公園野球場
・第一駐車場（約190台収容）、大田スタジアムの駐車場も利用可能
・バスで来場される場合は事前に大会事務局へご連絡ください。（最大6台可能）
〒140-0003 東京都品川区八潮4丁目1番19号
📞03-3790-2378
ＵＲＬ
https://seaside-park.jp/park_ooisports/oisports_access/

◎福生市営福生野球場
・福生市営福生野球場無料駐車場（約34台）が利用可能

・満車の場合は近隣の福生市市民会館等の有料駐車場をご利用ください。
〒197-0024 東京都福生市牛浜162
📞042-552-4016
ＵＲＬ
https://www.city.fussa.tokyo.jp/map/sports/1001673.html

◎ネッツ多摩昭島スタジアム
〒196-0033 東京都昭島市東町5-13-43
📞042-544-4151（総合スポーツセンター）
ＵＲＬ
https://www.city.akishima.lg.jp/s125/010/020/010/010/20160
706115632.html
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（４）審判員について
各試合、公式審判員を依頼する。主審と塁審の２人制。
決勝戦、３位決定戦は４人制。

１０．その他
（１）当日天候悪化で、試合不可能な場合は、順延〈再度日程調整〉とする。試

合決行の判断は事務局が当日の午前７時までに行い、ＷＥＢ確認を可能
とする。

（２）当日連絡先 事務局 電話番号 ０８０－３７５０－９５５１
１１．注意事項
（１）コロナ感染対策

・応援来場者は、出来る限り抑制してください。
・各チームの応援来場者については、名簿等を作成するなどして各チームで把
握に努めてください。
・試合終了後は、速やかに控室等から退場し、密を避ける行動を心掛けてくだ
さい。
・万一、クラスターと思われる集団感染が生じた場合は、速やかに事務局へ報
告してください。

（２）球場内ルール
・物品販売等の行為はしない。
・野球場外でのキャッチボール、素振りは禁止。
・万が一、けが人等が発生した場合、速やかに事務局スタッフへ連絡してください。
・その他、不明な場合は、会場の管理事務所又は事務局の指示に従ってくださ
い。

（３）各社の責任（費用等負担）において行う事柄
・選手を含む来場者の手洗い・うがいの実施などの感染防止対策
・ゴミの持ち帰り（ゴミ収集袋等を用意して持ち帰る）
・食事等の準備 （各チームで対応）
・駐車場の利用料金

（４）アクセスについて
不要な接触・三密を避けるため、応援の方においても車での来場が予想されます。
駐車場の利用は譲り合いの心をもって、試合終了後は速やかな退場をお願いし
ます。
公共交通機関をご利用の際は、新型コロナウイルス感染防止にご留意ください。
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トーナメント表



日産東京販売N

東自販に出場するために創部されて、早7年が
経ちました。
昨年、念願の１勝を果たし今年は２勝を目指
します!
20代から40代と幅広い世代で日々頑張って
いるチームです!!
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日産東京販売P
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創部は浅いが 平均年齢は高い・・・・
バッテリーと内野手で０００歳超えることも

だけど野球への情熱は負けないTEAM

コロナ渦で満足な練習ができなかったけれど
も

経験と小手先で勝負（笑）

まずは、１つ勝利をあげて、大きな怪我なく
三日後の筋肉痛と戦うTEAM

走れないけれど次の塁を奪う術を知っている
本塁打は狙えないけれど単打は狙える

バントは苦手だけれどバントのような打球は
打てる
速球は無いけれど交わす投球術を知っている
体は動かないけれど声だけは出る

安打での出塁は普通だけれど死球の出塁は大
歓声

礼儀は正しいけれど味方への野次は正しくな
い

愛すべき野球馬鹿たちの集い



日産東京販売W
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あの時の感動をもう一度…
今年は優勝を目標に

最後まで、全力投球 全力疾走
自分の壁をぶち破って勝利を掴もう‼



チームスローガン
『限界突破!頂点へ!』

今年のホンダ東京西野球部は
全員野球がモットーです!
1人1人が限界突破して優勝目指して
頑張ります!

ホンダ東京西

9



シュテルン世田谷
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2021年８月に発足したばかりのチームです。初め
ての参加で、しばらく野球から遠ざかっていたメンバー
が多いのでまずは怪我無く楽しみたいと思います!

チームスローガン
「走・攻・守 スリーポインテッド チーム」



ダイハツ東京販売
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全力で野球を楽しみ、
初勝利をつかみ獲ります！



トヨタＳ＆Ｄ西東京
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Agility高く。

ゲームの状況に応じて俊敏に対応する。
そんな新しいチームで挑みます。
よろしくお願いします。



スズキ自販東京
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「小さなクルマ、大きな未来。」

「小さな力、大きな勝利」 ＴＥＡＭ ＳＵＺＵＫ
Ｉ

コロナと雨男のおかげで練習不足です
が初戦突破を目指して頑張ります



ホンダカーズ東京

14

チームスローガン【真価・進化・心火】
２０２２年は、「真価」の問われる年です。
２０２０年とはチーム状況も変わり、真の価
値（勝ち）にこだわります。
また、チームは「進化」が必要です。
チーム全員が、課題に向き合い、プレーで「進
化」した姿を出せる様
精一杯プレーします。
そして、チーム全員が「心に火」を灯し、一試合
でも多く勝利をつかみ取りたいと思います。ベテ
ランから若手まで切磋琢磨し、心ひとつに
「心火」の炎を灯します。
２０２２年も宜しくお願い致します。



東京スバル
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チームスローガン「やる気ＭＡＸ！」
です

毎年応援に来て下さる会社の方やご家
族の方から力強い声援を掛けて頂き、
選手たちは大変に感謝をしております。

そんな方々の期待に応えられる様、全
力で試合に挑んでいきます。

𠮷 原 章 太



ネッツトヨタ東都
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ホンダカーズ東京中央
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東日本三菱自動車
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人 財 育 成

昨年はコロナにより大会が延期となりま
した。
年齢層の高い我がチームにとってこの半
年という月日はあまりにも大きい・・・
という訳で今大会からは若手をメインに
オーダーを組んでいきます！

※新メンバーの加入があった訳ではあり
ませんが・・

まだまだコロナおちつきませんが無事に
大会が開催されることを願います。



関東マツダ
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関東マツダ野球部、監督の村井です。

うちのチーム、どおして勝てないんでしょ
うか？？？

本気で悩んでいます。。。。。

どうすればいいんだよ~

勝つ喜び、味あわせてください💦



TMTーT
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TMT-Tの中心はピッチャーの露木賢吾。

野球部発足当初から変わらず絶対的
エースとしてチームを牽引！
若い選手にはまだまだ負けません。

粘りのピッチングでチームを勝利に導き
ます。

【チームスローガン】

『やる気！元気！露木！』



TMTーP
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団 結 力



TMTーC
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一 戦 必 勝
TMT-C

1球に対して、諦めることなく、チーム全員でそ
の試合に勝つために、その場面において何をすれ
ば勝てるかを個々で考え試合に臨み、出場して
いる選手だけでなく、ベンチ入りしている選手全
てで戦い、またピンチの場面でも、元気よく盛り
上げて、ピンチを凌ぎたいと思います。
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販促・SP・ノベルティグッズのことなら
有限会社創英

代表取締役社⾧ 冨永哲也

TEL:03-3419-1124
FAX:03-3416-1752
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大会パンフレット作成元
東京自動車販売協会大会事務局

〈問い合わせ先〉
一般社団法人
日本自動車販売協会連合会東京都支部

総務企画部

TEL 03-3491-8241
Fax 03-3491-2185
🌐 https://www.tokyojihan.jp/


