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本日のスケジュール本日のスケジュール

要チェック！！

ポップアスリートカップ運営本部
http://hyogo.pop.co.jp/popathletecup



御挨拶

拝啓 新緑の候 皆様におかれましては御健勝の事とお慶び申し上げます。

また日頃からポップアスリートをご利用頂きありがとうございます。

2010年6月、第4回の開幕を迎えるポップアスリートカップ、今年もたくさんのチーム
に大会エントリーをして頂きました。

昨年の第3回大会は初のエントリー地区となった愛知県代表の平針ＨＢＣ少年野球クラ
ブが701チームの頂点に立ちました。今年は更に地域を拡大し、北海道のチームの参戦が
確定しています。これもひとえにポップアスリートの理念である『地域の垣根を越えた
交流による健全な学童の育成』『野球界全体の盛り上げ』を参加チームの皆さんがご理
解を頂いた上で形成された輪なのだと感じております。

今後この輪は更に拡大をしていくのでしょう。この輪にはポップアスリートと参加され
るチームだけでなく、このプロジェクトを応援してくださるスポンサー企業様の参加無
くしては作る事ができません。

長く続く不況をかえりみず、この大会そしてポップアスリート全体をサポートして下さ
る企業様に対し我々が出来る事は『感謝の気持ちを忘れない事』だと思います。

このプロジェクトに関わる全ての方そして何より子供達が”ハッピーな気持ち”になれ
る。そんな大会を主催者として目指します。

さあ、再び約半年間にわたる熱戦の火ぶたが切って落とされようとしています。今年最
後まで勝ち残るのは一体どのチームなのでしょうか！

『第4回ポップアスリートカップ』いよいよ開幕します！！

敬具

ポップアスリートカップ運営本部

本部長 伊藤浩

主催会社ペタビット㈱代表取締役
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★第１回ポップアスリートカップ 参加１４３チーム
優勝 大阪スラッガーズ（南大阪）
準優勝 新芦屋ドラゴンズ（北大阪）

★第２回ポップアスリートカップ
2008年4月12日～9月28日
・大会参加チーム４１６チーム
【関東】東京・神奈川・千葉・埼玉
【関西】大阪・兵庫・京都・滋賀・和歌山・奈良
【四国】愛媛
・全国大会8月29・30日
大阪舞洲スポーツアイランド
・決勝戦 9月28日
京セラドーム大阪

優勝 野洲キッドスポーツ少年団（滋賀）
準優勝 新芦屋ドラゴンズ（大阪）

★第３回大会
2009年5月30日～11月22日
・大会参加チーム701チーム
【関東】東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城
【関西】大阪・兵庫・京都・滋賀・和歌山・奈良
【四国】愛媛・徳島・高知
【東海】愛知・岐阜
【中国】岡山
・全国大会11月21・22日
みなと堺グリーン広場
・決勝戦 11月22日
京セラドーム大阪

優勝 名古屋平針HBC少年野球クラブ
準優勝 物部少年野球団スターズ
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名称 「第４回ポップアスリートカップ」

主催 ペタビット株式会社（ポップアスリート企画・運営会社）

ポップアスリート運営本部

協賛 アディダス・ジャパン株式会社、株式会社福屋工務店、株式会社ＮＴＴぷらら、株式会社青山キャピタル 他

後援 大阪府教育委員会、神戸市教育委員会

大会会長 張本勲氏（プロ野球名球会）

大会サポーター プロ野球47年会

参加料 無料

開催期間 ２０１０年６月５日（土）～１１月１４日（日）予定

開会式 関西２０１０年６月５日 スカイマークスタジアム（兵庫県）

関東２０１０年６月２６日 横浜スタジアム（神奈川県）

（開会式参加無料）

地区予選 地区エントリー数により若干の前後はありますが、各地区の期限は厳守してください。

※期限までに消化頂けない場合は両チーム棄権とさせて頂く場合もございます。本部による

調整・裁定は行いません。

参加地域 北海道 １８０

関東 東・西東京９４、北・南神奈川５３、東、西埼玉５２、千葉２８、茨城１０

東海 愛知・岐阜６４

関西 北・南大阪５８、東・西兵庫９３、滋賀７０、（和歌山・奈良）１２、京都１８

中国 岡山４０

四国 愛媛２８、徳島５４、高知７４

地方大会 全国大会出場をかけた地方大会 【代表枠：関西２、関東２、東海１、北海道１、四国１、中国１】

全国大会 ２０１０年１１月１３・１４日 関西地区を予定（他地区になる場合もございます）

第３回大会優勝を含む９チームによるトーナメント方式

※全国大会の遠征費用はチームご負担とさせて頂きます。

参加条件 ポップアスリートメンバーが10名以上登録のあるチーム

対戦予定の入力・試合終了3日以内に結果入力の行う等大会の運営に協力頂けるチーム
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第4回大会概要



関西大会開会式
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日時 2010年6月5日（土）
10:00～（受付開始9:00～）

場所 スカイマークスタジアム
（〒６５４－０１６３ 神戸市須磨区緑台 ）
【電車】市営地下鉄 「総合運動公園」駅下車

三宮より「西神中央」行きで約２０分
西神中央より「新神戸」又は「谷上」行きで約１０分

【お車】三宮より山麓バイパス経由 約２５分
神戸淡路鳴門自動車道布施畑ＩＣより３分
＜西方面から＞阪神高速北神戸線 布施畑西ＩＣより５分
＜東方面から＞阪神高速神戸山手線白川南ＩＣより３分

※スタジアムに近い駐車場は第５・第７となります。
駐車場料金１日１回５００円（チーム負担となります）
マイクロバス等でお越しのチームは事前連絡を願います。

参加 ポップアスリートカップに参加する
大阪、兵庫、滋賀、京都、奈良、和歌山のチーム
※開会式セレモニー（グランドに降りられる）に参加できる
選手は３０名までですが、来場に関しましては制限ありません

予定ゲスト 奥村 幸治氏 プロ野球47年会
神戸９クルーズ
大阪ゴールドビリケーンズ

（一部、内容を変更する事があります）

開会式会場開会式会場
第７Ｐ第７Ｐ

第５Ｐ第５Ｐ

第７Ｐ付近第７Ｐ付近

総合運動公園駅からの風景総合運動公園駅からの風景

受付付近受付付近

開会式の出欠連絡は5月31日AM9:00までに
cup@pop.co.jp へお送りください



関西大会開会式２
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【受付場所】スカイマークスタジアムスロープ下付近

来場チームは必ず受付を済ませてください。混雑が予想されますので１名で受付に
お越しください。それ以外のチーム関係者・選手は第１０ゲートより
メインスタンドに入って着席頂けます。

【持参物】 ①団旗 ②チームプラカード
団旗・プラカードが無い場合は結構です。

【プログラム】 9:00～ 受付開始
9:30頃～ グランド内集合
（選手30名・管理者2名・プラガール）

（午前の部） 10:00 オープニングセレモニー
10:05 開会宣言
10:10 来賓紹介
10:15 優勝旗返還
10:20 各地区代表選手による合同選手宣誓
【プロ野球47年会合同企画 木村拓也さん追悼式】
10:27 プロ野球47年会 ビデオメッセージ
10:32 47年会挨拶
10:37 天まで届けジェット風船
10:45 チーム記念撮影
（撮影後順次昼休憩）

（午後の部） 12:30～ ポップ恒例抽選会
13:00～ プロ野球審判員による講習会＆監督会議（予定）
14:00～ チーム対抗通天閣キャッチ選手権

（選手4名・コーチ1名）
【終了次第解散】

（一部内容を変更する事があります）

【注意事項】
①セレモニー時にグランドに降りる事のできる指導者は2名まで。
記念撮影時のカメラ撮影は禁止
②選手はアップシューズもしくは運動靴で入場
③グランド上での飲食禁止
④売店は開いておりません。昼食の御用意が必要です。
⑤登録選手以外も30名までならセレモニー参加可能
（例：Ｂ・Ｃチームの参加）
⑥プラカード持ちは基本女性
（お母さん可。但し運動靴）

グランド入場

入場ゲート

【チームへのお願い】
①受付を終了したチームはグランド内の入場を可能と致し
ます。グランド内ではなるべく座って指定場所に１列で整
列をお願い致します。事前にトイレの確認をお勧めします。

②記念撮影に関しましては１～２チームずつを予定してお
りますので、撮影が始まりましたら、チームを３列に並べ
るご協力をお願い致します。尚、撮影が終了したチームは3
塁ベンチ横より一度スタンドに戻ってください。

③開会式にて撮影した画像がサイトやフリーマガジン等に
掲載される事があります。



今後のスケジュールについて メンバー登録～試合～報告

7

■連絡先・メンバー登録に関して 登録は５月２１日５月２１日までに完了してください。９ページ以降の「管理者入力
ページ」参照。 両チーム登録完了後対戦交渉が可能となります。対戦相手チームと連絡を取り合い、日程、グ
ランドに関する協議を行ってください。連絡先は管理者ログイン後の大会関連ページに表示されます。

★県大会に関しては自主対戦形式です。自主対戦形式です。

トーナメントの対戦相手と連絡を取り合い、相互協議の上、試合場所、試合日程を確定し対戦を実施してくださ
い。相互審判制とします。（次頁第4項参照）（外部審判の依頼は自由とします）

★試合球についても指定公認球はありませんが、1試合で違うメーカーのボール使用は避けてください。

試合の規則については本資料後半・ＨＰでもご確認いただけます。

★予選対戦期限にご注意ください。期限を過ぎた場合、どちらか一方のチームが棄権を申し出ない場合は双方棄
権となります。余裕を持った対戦調整をお願い致します。

予選期限については「ポップアスリートカップ運営本部」（※１）の各県掲示板に記載してあります。

■開会式の出欠は５月３１日ＡＭ９：００までにポップアスリート事務局までメールにてお知らせください。
例『チーム名 選手○○名・大人○○名出席』午前の部のみ参加の場合も記載してください。

メール宛先 cup@pop.co.jp

■ 結果報告

勝利チームがポップアスリートサイトの管理者メニューから試合結果を登録してください。

※試合実施日を含む３日以内 （次節対戦日程調整迅速化のため） 敗退チームは試合についてのコメントが記
入可能ですので、対戦相手へのメッセージ等記載してください。

・ポップアスリートの管理者用ページから、次回の対戦相手をＨＰ管理者ページで確認してください。試合日程
上、後から試合結果登録した勝利チームが対戦相手（先に勝利が確定したチーム）に連絡をお願い申し上げます。

■ 地方大会に関しましては事務局にて場所を確保致します。 予定10月23日（土） 全国代表枠「２」

■ ブロックリーダー

大会を円滑運営するために各ブロックにブロックリーダーを設けさせて頂き、運営のご協力をお願いする事がご
ざいます。例えば開会式の補助や地区大会決勝グランド確保の支援などが考えられます。各チーム様のご協力を
何卒お願い申し上げます。

ブロックリーダー

地域 チーム数 1回戦 2回戦 3回戦 準々決勝 準決勝 決勝

北大阪 31 15G：7/19 8G：8/22 - 4G：9/12 2G：10/3 1G：10/16

南大阪 27 11G：7/19 8G：8/22 - 4G：9/12 2G：10/3 1G：10/16
東兵庫 47 15G：7/4 16G：8/8 8G：9/5 4G：9/23 2G:10/3 1G：10/16

西兵庫 46 14G：7/4 16G：8/8 8G：9/5 4G：9/23 2G:10/3 1G：10/16

京都 18 2G：7/4 8G：8/22 - 4G：9/12 2G：10/3 1G：10/16

奈良・和歌山 12 4G：7/19 - - 4G：8/22 2G：9/20 1G：10/16

※1 ポップアスリートカップ運営本部
http://hyogo.pop.co.jp/popathletecup



大会規則
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お問い合わせ先
ポップアスリート運営本部 「ペタビット㈱」
連絡先

メール inquiry@pop.co.jp
ＴＥＬ ０７８－２００－２０２２
【受付時間：月～金】 ９：００～１８：００

1. この大会の競技規則は当該年度「公認野球規則」及び｢全日本軟式野
球連盟競技者必携・学童野球の関する事項｣及び下記細測により試合
を行う。ただし大会特別規定を設けた事項に関しては、その規定を優
先とする。

2. ベンチにはチーム代表者1名、監督1名、コーチ2名・スコアラー1名、登
録選手20名以内とする。また介護員として未登録者1名のベンチ入り
を認めることとする。
※「POP ATHLETE（ポップアスリート）」管理画面より選手の追加・変
更登録を行ってください。

3. 選手が試合に臨む時は統一したチームのユニフォーム・帽子を着用し
なければいけない。アンダーウェア等の襟の有無については不問。

4. ベンチは組合せ番号の若い方を一塁側とする。但し、試合会場を提供
したチームは、1塁側もしくは3塁側を選択できることとする。
1塁側が責任チームとなり塁審2名、ライン引き、ベース、試合球の用
意を行い、３塁側のチームが球審を行うものとします。但し、双方協議
の上、合意した場合は変更可能とします。

5. 当日出場選手全員の氏名を記載したメンバー表を試合開始前に両チ
ームの代表選手が交換しその際に攻守の決定を行う。

6. 試合は7回とし、1時間30分以降は新しいイニングには入らない。決め
られた回数、時間内で勝敗の決しない時は、特別ルールで勝敗を決め
る。特別ルールは1回とし（ノーアウト満塁、打順は前イニングの打順
を継続 例：前イニングが8番までで終了。延長は９番から、ランナーは
三塁に６番、二塁に７番、一塁に８番とし、最終メンバーで同一の条件
）進行する。特別ルールにて勝敗を決しない場合は最終守備のメンバ
ー9名で守備位置の若い順による抽選で勝敗を決する。（例：最終の守
備位置がピッチャー、キャッチャー、ファースト～）地方大会、全国大会
を除き、抽選方式は対戦チーム同士の協議による決定を認める。

7. 全試合は得点差によるコールドゲームを採用する。3回15点、4回10点
、5回以降は7点差を採用。（全国大会決勝を除く）

8. 降雨、落雷等により試合を中止した場合、4回終了時点で成立する。
9. 上記取り決めに関わらず、当日の球場使用許可時間に制限がある場
合は、大会本部又は担当役員の判断及び両チームの監督の同意によ
り、試合成立後の時間を短縮することができる。

10. 小雨の場合でも、日程の都合上又は球場が使用可能な状態の場合は
試合を行う。

11. 大会使用球は連盟公認Ｃ号球及び1試合内で使用する試合球は同一
メーカーの球を使用する。

12. 捕手は必ず連盟公認マスク、レガーズ、プロテクター、捕手用ヘルメッ
トを着用すること。

13. 打者、走者、ベースコーチ、次打者は必ずヘルメットを着用すること。
14. ボークは１回目より適用する。アドバンテージルールの適用
15. 監督、コーチは次の場合を除きベンチから出てはいけない。選手交代、又

はタイムを求め、そのタイムが審判員に認められた場合。審判員から招致
を受けた場合。尚、抗議できるのは監督のみとする。但しルールの確認行
為のみとする。

16. どんな理由があろうと相手チームのプレイヤー及び審判員に対し、悪口、
暴言を吐くことを禁ずる。

17. 選手、応援団の行動については、当該チームが一切の責任を負うものと
する。

18. 試合におけるトラブル等は主審又は審判部の決定に従うこと。
19. その他、運営面におけるトラブル等は本部役員又は担当役員の決定に従

うこと。

20. グラウンドで発生した負傷等は、主催者では応急処置をする他は一切そ
の責任は持たない。従ってチームの責任者又は保護者がその後の処置に
関わる責任を持つこと。（必ずスポーツ保険に加入していること。）

21. ゴミは各自が必ず持ち帰ること。グランド及び球場周辺は汚さないこと。
22. 責任者はチームの引率その他すべてにおいて責任を持ち、十分な注意、

指導を払うこと。主催者はその責任を持たない。

※ ポップアスリートカップ運営本部ページ
http://hyogo.pop.co.jp/popathletecup
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管理者入力マニュアル

連絡先、代表者、選手登録
5月21日PM6：00まで
次ページに詳細

対戦相手の連絡先はここに
表示されます。
また対戦予定日程の入力、
試合結果入力を行います。
試合前入力・試合後入力の
必要性あり
次々ページに詳細

管理者トップページに左記
リンクがあります
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管理者入力マニュアル （参加者登録）

チーム連絡先の入力
対戦相手との連絡先となります。連絡のつ
きやすい情報（携帯番号・携帯メール）を
お間違えの無いよう入力願います。

チームスタッフ
入力
代表者1名・監督1名・
コーチ2名・スコアラー1名

大会登録
選手の入力
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対戦前に必ず
対戦日程
対戦場所を入力

対戦実施後、試合結果を
勝利チームが必ず入力する。

試合実施日を含む3日以内

予定入力完了画面

結果入力画面

管理者入力マニュアル （試合日程・結果入力）

ペタビットベースボール

登録メンバー確認表
対戦時に相手チームに提出してく
ださい。メンバー表ではありませ
ん。登録メンバーの確認用です。



ポップアスリートについて
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※ ポップアスリートカップ運営本部ページ
http://hyogo.pop.co.jp/popathletecup

ポップアスリートカップの運営費は、ポップアスリート全体を支援してくださる企業スポンサーにより成り立っており
ます。

ただ昨今の不況のあおりを受け、一般の企業からのご支援が頂きにくい状況となっており、この第4回大会の開催も非
常に厳しい状況でございます。

そこで昨年末よりチームのポップポイント制の導入により、より一層ポップアスリートが活性化する試みを行っており
ます。チームの皆様のご利用が多くなればなるほどポップアスリートサイトとしての注目度が高まり、より多くの企業
がポップアスリートカップを応援してくれる事につながります。更に今年からは北海道地区の予選参加が確定し、可能
な限り全国大会への遠征補助金の捻出も行っていきたいと考えております。

今回の大会参加条件にポップアスリートサイトへのメンバー登録１０人必須とさせて頂いたのも上記背景によるものと
ご理解くださいませ。

またチームの皆様がサイトをより活用頂ければ、今後も費用負担を強いる事なく「スコアブック機能」や「フォトアル
バムバージョンアップ」といった更なる機能の充実を図っていく事にもつながります。

そこで前述のポップポイント制の導入に際し「プレミアムメンバー」「ベーシックメンバー」というステータスを新た
に設けました。

ポップアスリートオンラインショップの会員（登録・年会費無料）となり、メルマガの受信設定をするだけで条件を満
たす、「プレミアムメンバー」はより多くのポイントを獲得できる有利なステータスです。

ポップポイントを多くためるためにはプレミアムメンバーとなり、より多くポップアスリートを利用して、協賛頂ける
企業をサイトから応援してください。

これらは全て主人公である「子供達のために」という考え方であることも併せて御理解下さい。

プレミアムメンバーについてはポップアスリートサイトに「虎の巻」がございます。更に詳しい内容がお知りになりた
い場合は、「チーム名」と「ご担当者の名前」を記入の上、メールにてポップアスリート事務局にお送りください。

inquiry@pop.co.jp
皆様のご理解・ご協力を何卒お願い申し上げます。

ここであらためまして



ポップポイントとプレミアムメンバーのメリット！

ポップポイントポップポイントで
商品ゲット！商品ゲット！

＜獲得ポイントトップのチームの場合・・・＞

総メンバー数：38名 内プレミアムメンバー18名
2010年3月までの獲得ポイント

約3ヶ月間で30,000ポイント以上獲得！

インスタントスクリーンと
ヒッティングティーのセット！

20,000ポイント

インスタント防球ネットソックネット
35,000ポイント

ポップポップECEC
メンバー限定メンバー限定
ページでご購入ページでご購入

プレミアムメンバー限定

POPECクローズドサイトをOPEN！
（2010年7月1日予定）

このクローズドサイトに掲載する商品は
プレミアムメンバーのみプレミアムメンバーのみ購入可能となります。

プレミアムメンバーだけプレミアムメンバーだけ
の特典を予定しております。

定番商品が
驚きの

●●％オフ！

ご購入者に
特別な

プレゼント！



① メンバー種別 （プレミアムプレミアムorベーシックが表示）
プレミアム会員になるには右面参照

② プロフィール編集をクリックすると③画面に移動します。
プレミアムメンバーになるための条件がわかります。

③ 会員ステータス表。全て設定完了するとプレミアム会員になります。
④ 現在の暫定チームポイントが確認できます。個人別表示も可能ですよ！
※暫定ポイントは集計の上、翌々月1日に確定ポイントとなります。ご利用方法によ

りポイントが変動する場合がございますので何卒ご了承ください。

※ポイント付与は日付の変わる午前０時頃に反映されます

ポップポイントのＧｅｔ方法



開会式お知らせ事項

大会会長 張本勲氏からのビデオメッセージ

名物「喝！」を会場で聞こう！

読売巨人ジャイアンツのコーチ木村拓也氏を偲ぶ「追悼式」を行い
ます。
選手全員でジェット風船を飛ばし天国の木村拓也氏に「思い」を届
けましょう

47年会記念Tシャツ販売（予定）

木村拓也氏「追悼式」

47年会とポップアスリートのコラボ記念Tシャツを販売します。
（開会式限定販売） ※売上げの一部を寄付の予定。

ローソンとのコラボにより開会式お弁当販売を行います。
事前予約制なので、お申し込みはお早めに！

ローソンコラボ企画（関西限定）

開会式 弁当販売！

お弁当＋お茶 でなんと 500円！
（予定）

各種出店ブース！（予定）

※下記はあくまでも予定です。

ポップアスリートを応援してくれている企業様のブース出店があります。

ボローニャ様：京都祇園のおいしいデニッシュパン！サンプルプレゼントあり？
WinWIn様：ハズレ無しのガチャガチャが登場？プレミアもののサイン商品あり！
青山CA様：最新の万歩計が500円？！ポップ万歩計キャンペーン開催？！etc

今
年
も
ポ
ッ
プ
は

開
会
式
を
楽
し
む

！！ 上記を含む大会に関する全ての情報はこちらをチェックしてください

http://hyogo.pop.co.jp/popathletecup
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MEMO


