
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 19回キンボールスポーツジャパンオープン・フレンドリーカップ 
開催要項 

 
主 催  一般社団法人日本キンボールスポーツ連盟 

共 催  特定非営利活動法人フレンドリー情報センター 

主 管  宮城県キンボールスポーツ連盟 

後 援  スポーツ庁 宮城県 宮城県教育委員会 利府町 利府町教育委員会 ケベック州政府在日事務所 

（申請中）  健康日本 21推進全国連絡協議会 公益財団法人日本レクリエーション協会  

      公益財団法人健康・体力づくり事業財団 公益財団法人笹川スポーツ財団  

      公益社団法人全国スポーツ推進委員連合 公益社団法人全国大学体育連合 全国小学校体育研究連盟 

      日本生涯スポーツ学会 特定非営利活動法人スローライフ・ジャパン 梅花女子大学  

      公益財団法人宮城県スポーツ振興財団 公益財団法人宮城県スポーツ協会  

      宮城県スポーツ推進委員協議会 特定非営利活動法人宮城県レクリエーション協会  

      利府町スポーツ推進委員協議会 河北新報社 東北放送 東日本放送 仙台放送 宮城テレビ放送  

      国際キンボールスポーツ連盟 他 (順不同)  

協 賛  株式会社サンラッキー 有限会社両國あんこあられ本舗両国國技堂 有限会社アサダコーポレーション 

株式会社ワークステーション 株式会社ワークステーション MEG 他 (順不同)  

 

日 時  2018年 12月 8日(土)、9日(日) 両日とも 9：00受付 16：30終了予定 

       ※大会終了時間は、参加チーム数により変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

        12月 8日(土) 競技部門(1)～(4) フレンドリーの部・ジュニア、ビギナー＆チャレンジ、一般および 

                       チャンピオンの部・ジュニア 

        12月 9日(日) 競技部門(5)～(6) チャンピオンの部・Over40ミックス、ミックス 

場 所  グランディ 21（宮城県総合運動公園）セキスイハイムスーパーアリーナ 

       〒981-0122 宮城県宮城郡利府町菅谷字舘 40-1 TEL.022-356-1122 

       ※会場までのアクセス 

・仙台駅～利府駅（東北本線） 所要時間約 16分 

利府駅～会場（定期バス）「菅谷台経由」 「青葉台経由」 のバスで約 10分 

        ・仙台駅東口～会場 約 30分 シャトルバス 1日 1往復。2日間。 

         予約制、先着順、定員 55名予定。仙台駅東口より 8時 20分発。会場より 17時発予定。 

         片道 高校生以上 500円、中学生以下 300円（支払当日） 

競技部門  

 部門名称 区  分 備  考 

（1） フレンドリーの部・ジュニア 小学生  

（2） フレンドリーの部・ビギナー＆チャレ

ンジ 

中学生以上 ※地元東北地域から初めて全国大会に出場す

る方々が優先される部門です。そのことを

考慮の上お申し込みください。 

・40 歳未満の者は日本連盟主催大会、都道府

県連盟主催大会に参加経験者は不可。初心

者に限ります。 

（3） フレンドリーの部・一般 中学生以上 ・日本連盟主催大会にて同部門入賞者は不可。 

（4） チャンピオンの部・ジュニア 小学生 ・片手ヒットは反則とする。 

（5） チャンピオンの部・OVER40ミックス 40歳以上 ・日本連盟会員限定 

・プレー中、コートの中に女子プレーヤーが 

 1名以上いなければならない。 

（6） チャンピオンの部・ミックス 中学生以上 ・日本連盟会員限定 

・プレー中、コートの中に女子プレーヤーが 

 2名以上いなければならない。 

競技規則  チャンピオンの部は公式ルール（2018年度改正ルール）を適用し、一部申し合わせ事項を適用します。 

      フレンドリーの部はフレンドリールールバリエーションを適用し、一部申し合わせ事項を適用します。 

参加対象  キンボールスポーツ愛好者。 

参加申込  1チーム 4名～8名で構成してください。 

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

スポーツ振興くじ助成事業 一般社団法人 

日本キンボールスポーツ連盟 

20周年記念事業 



 

参 加 料 

 部門名称 参加料 会員先行申込参加料（10/5まで） 

(1) フレンドリーの部・ジュニア １チーム\4,000 1チーム会員 2名以上 1チーム\3,000 

(2) フレンドリーの部・ビギナー＆チャレ

ンジ 

１チーム\8,000 1チーム会員 2名以上 1チーム\6,000 

(3) フレンドリーの部・一般 １チーム\8,000 1チーム会員 2名以上 1チーム\6,000 

(4) チャンピオンの部・ジュニア １チーム\4,000 1チーム会員 2名以上 1チーム\3,000 

(5) チャンピオンの部・OVER40ミックス １チーム\15,000 1チーム会員全員 1チーム\12,000 

（6） チャンピオンの部・ミックス １チーム\15,000 1チーム会員全員 1チーム\12,000 

 中学生のみのチーム １チーム\4,000 1チーム会員 2名以上 1チーム\3,000 

      ※すべて保険料込み。 

      ※ただし、会員先行申込参加料は 10月 5日（金）までの参加申込完了分のみ適用。 

      ※参加申込と同時に会員登録手続を行ってよい。 

 

試合方法  (１)すべての部門で予選リーグを行い、上位チームでの準々決勝、準決勝、決勝戦を行います。但し、参加

チーム数によって準々決勝、準決勝を行わない場合があります。 

     (２)参加チーム数により、ゲーム時間及びピリオド、ゲーム数が決定いたします。 

      (３)勝ち点制度を採用します。勝ち点制度、予選リーグの順位決定、準決勝・決勝での同点の場合、参加 

        チーム欠場に関しては別紙大会システムに定めます。 

表 彰  (１)各部門の優勝～第 3位チームに賞状と副賞を贈呈します。 

     (２)参加者全員に参加記念品を贈呈します。 

 

申込方法  メールと FAXでの申込のみの受付になります。別紙参加申込書に必要事項を記入の上、下記日本キンボール

スポーツ連盟本部事務局にメールまたは FAX してください。メールでの参加申込希望の方は日本キンボー

ルスポーツ連盟のホームページよりダウンロードしてください。なお、ゆうちょ銀行への入金が完了した

後でのみ参加申込の受付をいたしますのでご注意願います。 

■ゆうちょ銀行口座 

・ゆうちょ銀行より入金する場合 

記号、番号：00930-2-77051 加入者名：一般社団法人日本キンボールスポーツ連盟 

・他行より入金する場合 

ゆうちょ銀行 〇九九店（ゼロキュウキュウテン） 当座 0077051 一般社団法人日本キンボールスポーツ連盟  

       ※通信欄／備考欄に「ジャパンオープン・フレンドリーカップ参加料○○チーム分」とご記入ください。 

       ※手数料はご負担ください。一旦、振り込まれた参加料等は返金できません。ご了承ください。 

申込締切  2018年 11月 9日(金)必着 

       ※会員先行申込参加料は 10月 5日（金）までの参加申込完了のみ適用。 

       ※予定定数（1日 70チーム）を越えた場合、早く締切る場合もあります。予めご了承ください。 

 

そ の 他  (１)参加者は事前に健康診断を受けるなど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）において参加してください。 

     (２)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。なお、最低

保障額（保障：入院日額 3,000円/日、通院日額 2,000円）の傷害保険については主催者で加入します。 

     (３)主催者がキンボールスポーツ普及・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

催者に帰属する旨をあらかじめご了承願います。  

      (４)今大会時の交通、宿泊、昼食の手配は各自でお願いいたします。なお、希望者はグランディ 21合宿所

に泊まることもできます。詳しくは担当までご確認ください。（担当／宮城県キンボールスポーツ連盟

阿部美恵 abemi-miyagi@amail.plala.or.jp） 

     (５)今大会において、2部門以上の参加はできません。なお今大会に参加される予定の方も 2019年 2月 11

日（祝・月）開催「第 19 回キンボールスポーツジャパンオープン・チャンピオンズカップ」に参加可

能です。 

     (６)プレーヤー他ベンチ入りメンバーの登録変更に関して、申込以降は大会当日朝の受付時のみ可能です。

また、ヘッドコーチ、コーチとしてベンチ入りする者はキンボールスポーツのリーダー以上の指導者資

格を有する者が望ましい。 

 

懇 親 会  大会1日目終了後に次の場所で懇親会を開きます。必要事項を記入し、お申し込みください。（懇親会のみ

の申し込み可）是非ご参加いただきますよう、お願い申しあげます。なお、当日の申し込みは受付できませ

んので、予めご了承ください。 

■日時 2018年12月8日(土) 19：00～21：00 

■場所 ＤＵＣＣＡ仙台駅前店（仙台市青葉区中央3-6-10 マックスマクタビル3F TEL.022-716-2611） 

■会費 4,000円（高校生以下2,500円） 

 

●申し込みおよび問い合わせ先： 
一般社団法人日本キンボールスポーツ連盟 本部事務局 
TEL. 06-6971-9190 FAX. 06-6981-7470 e-mail : kin-ball@newsports-21.com 
URL http://www.newsports-21.com/kin-ball/ 


