ジャパンカップ競技規則および規制
2022年3月25日更新
1. 基本方針
a. 全国規模の大会
レギュラーシーズン中、各地域大会で競い合い、シーズン終了後のジャパンカップ決勝
大会への出場権を獲得することを目指します。ジャパンカップ（以下「JC」という。）は、シ
ニアレベルの選手育成道筋の入り口であり、また、全国決勝大会は全国のトップ選手が同じ舞
台で競い合う機会です。（添付資料A参照）
b. 大会目的
競技人口の拡大
i.
全国大会への道筋を提供する
ii.
クリケットの精神を醸成する
iii.
国内でポジティブなクリケット像を創出するのに貢献する
iv.
c. 運営：
i.
各地域のJC運営は、当該地域ジャパンカップ委員会（以下「コミッティ」という。）が行う
コミッティは、地域のボランティアとクラブ会員で構成され、日本クリケット協会
ii.
の承認のもと、地域協会が任命する
d. ショートフォーマット（短時間フォーマット）
i.
T20 クリケット(プレーイングコンディションは世界標準）。試合を3時間以内に終了
すること
e.

競技人口の拡大
JCは、3時間で終わるフォーマット（T20）を採用し、使用するグラウンドの規格を
i.
ある程度柔軟にすることで、参加者の試合会場までの移動時間を短縮し、チームや
選手にとって、よりプレーしやすい環境を作ることを目指します。
新しいクラブの参入を促進するため、緩やかな大会参加条件を定めています。
ii.
iii.
JCへの新チームの参入要件(Criteria to join the JC):
http://cricket.or.jp/en/archives/competition/japan-cup

f.

国内でのポジティブなクリケット像創出への貢献
全試合に中立のアンパイアを配置
i.
各地域のアンパイアのレベル向上に向けて、アンパイア養成講座を提供
ii.
ファンやサポーターが試合をフォローしやすいように、日本クリケットアプリで試
iii.
合のスコアをライブ配信。ライブでのスコア配信が不可能な場合は、試合当日にオ
ンラインでスコアをアップロード
選手は、傷害保険と賠償責任保険の両方を保証するスポーツ保険に加入しなければなら
iv.
ない
選手は、コミッティに承認された、チームで統一したクリケットウェアを着用しなければなら
v.
ない
JCA選手、キャプテン、アンパイアは当該行動規範を厳守すること。キャプテンとア
vi.
ンパイアは、それぞれの行動規範をよく理解し、遵守しなければならない
vii.
キャプテンの行動規範(Captains’ Code of Conduct):
viii.

http://cricket.or.jp/en/archives/competition/japan-cup
アンパイアの行動規範(Umpires’ Code of Conduct):
http://cricket.or.jp/en/archives/competition/japan-cup

2. 団体正会員登録
a. JCに参加するすべてのクラブは、所属する地域協会のクラブ会員として登録しなければなりま
せん。
b. 地域協会会員料およびJC参加費は地域協会が定めるものであり、シーズン前の支払いが必
要です。
c. JCへの出場を希望する新規チームは、こちらのフォームからご登録ください：
https://forms.gle/vW9kLbmNFhjoMD246

d.

新規チームのJCへの参加は、地域協会とJCAコミュニティクリケットマネージャー双方
の承認が必要です。

e.

f.

新規参入チームは、JCAおよび所属地域協会が定めるすべての規則および規制を遵守す
ることを明記した同意書に署名しなければなりません。
JCに参加する選手はJCAの団体正会員登録をしなければなりません(年会費2,000円)。

3. 参加費
a. JC参加費は、地域協会から各チームに請求書を送付します。
b. 中止となった試合のグラウンド使用料に関しては、原則として返金はありません。これは、地域
協会とコミッティの判断によってのみ、決定されます。JC参加費は、試合毎のグラウンド使用料
ではなく、大会そのものに参加するための費用とします。
4. 選手登録
a. すべての選手は、JCAへの登録とJCAオンラインスコアシステムへの登録が必要です。こ
の２つは別々の手続きとなります。
b. 選手の会員登録は、試合に出場する日の直前の水曜日までに完了しなければなりません。
https://cricket.or.jp/en/register-with-the-jca

c.

JCAオンラインスコアシステムでのチームの管理は、各チームが責任をもって行ってく

ださい。ログインの詳細についてサポートが必要な場合は、JCAコミュニティクリケッ
トマネージャーまたはコミッティにお問い合わせください。https://cricclubs.com/cricketorjp
d. 新規加入選手は、初出場試合前の金曜日までに、オンラインスコアシステム上で自チー
ムに登録しなければなりません。
e. 各選手は、傷害保険と賠償責任保険が保証されるスポーツ保険に加入しなければなりませ
ん。
i.
推奨される保険: スポーツ安全保険
ii.
スポーツ安全保険: https://www.spokyo.jp/spoannet.html
5. 連絡
a. 委員会とチーム間の連絡は、通常メールで行います。チームマネージャーは責任を持っ
てメールを確認し、迅速に返信してください。
b. 誹謗中傷、失礼なコメント、下品なコメント、個人的その他の攻撃的なコメントは、決してしては
いけません。そのような言動があった場合は、メーリングリストから除外やアクセスを制限され、
ポイントの減点などのその他の罰則を科せられます。
c. コミッティメーリングリスト
北関東 north-kanto-japan-cup-committee@googlegroups.com
i.
東関東 east-kanto-japan-cup-committee@googlegroups.com
ii.
南関東 south-kanto-japan-cup-committee@googlegroups.com
iii.
西関東 west-kanto-japan-cup-committee@googlegroups.com
iv.
関西
v.
東海 tokai-japan-cup-committee@googlegroups.com
vi.
東北
vii.
6. 出場資格
a. 選手は、1シーズン（暦年・1月1日から12月31日）を通して1つのチームでしか出場でき
ません。これには、異なるディビジョンや地域でプレーする場合も含まれます。例え
ば、ある選手が2022年のシーズンに、北関東のAチームと東関東のBチームに所属し、JC
に出場することはできません。「クラブ」が複数の「チーム」をJCにエントリーしてい
る場合も、同じルールが適用されます。
b. 地域予選大会の決勝に出場するためには、その選手は、 (a)レギュラーシーズンの最終ラウン
ドより以前にそのチームに登録され、(b)そのチームで少なくとも1試合は出場していなければ
なりません。なお、このルールは地域決勝大会にのみ適用され、準決勝やプレーオフに
は適用されません。
JC全国決勝大会に出場するためには、その選手は、（i）レギュラーシーズンの最終ラ
c.
ウンドより以前にそのチームに登録され、（ii）JC全国決勝大会までにそのチームで少
なくとも1試合は出場していなければなりません。
d. 上記b、c項の(ii)に関して、中止や放棄された試合については、キャプテンは出場予定だっ

e.

たチームの選手リストをキャプテンレポートに記載し、予定されていた試合日の翌週月曜日ま
でにそのレポートを提出することで、この条件を満たすことができます。この際のキャプテンレ
ポートの提出は義務ではありませんが、試合に出場していなく、キャプテンレポートに出場予定
選手として記載されていない選手は、試合に出場していないとみなされます。
チームが不適格な選手を出場させた場合、その選手は当該試合を破棄したとみなされ、その
選手は残りのシーズン中、JCに出場することはできなくなります。

7. スコア
a. 各試合のスコアリングは、(i)日本クリケットアプリでライブ、および(ii)紙のスコア
ブックの両方で行います。少なくとも2名のスコアラーが同時にスコアリングを行い、
スコアラー同士はコミュニケーションを取り合いながら行ってください。
b. 試合に出場する両チームがスコアブック（紙媒体）と日本クリケットアプリを使用してスコ
アリングを行うための十分なバッテリーを持つデバイスおよびスコアラーを用意しなけれ
ばなりません。スコアの正確性を確保するためには、いかなるときにも、2つのスコアブック（紙
媒体）が異なる２人により記入されなければなりません。
委員会が特に指定した場合を除き、勝利チームは、試合当日、スコアがJCAオンライン
c.
スコアシステムにアップロードされているか、スコアシートの原本の写真が委員会に送
付されているかを確認する責任を負うものとします。スコアのアップロードや写真の送
付を怠った場合、ペナルティの対象となります。
d. JCAオンラインスコアシステムの利用には、クラブマネージャーから提供されるログイ
ンIDとパスワードが必要です。ご不明な点がございましたら、JCAコミュニティクリ
ケットマネージャーまでお問い合わせください。
e. ジャパンクリケットのアプリは、Google PlayストアまたはAppleストアからダウンロー
ドすることができます。
オンラインスコアリングシステム：https://cricclubs.com/cricketorjp
f.
8. アンパイアリング
a. 各試合において、コミッティは当該地域の他チームのアンパイア（中立のアンパイ
ア）、またはコミッティが認めるアンパイアを指名します。
b. コミッティが中立のアンパイアを派遣するチームを指定した場合、コミッティからの特段
の指示がない限り、そのチームは当該試合に2名のアンパイアを派遣するものとしま
す。アンパイアを派遣しない場合、またはアンパイアを1名しか派遣しない場合はペナ
ルティが課されます。
c. アンパイアへの謝礼や移動費の支払いは、コミッティが決定します。
d. コミッティの任命したアンパイアに対して異議は一切認められません。
e. アンパイアは、プレー開始予定時刻の40分前までにグラウンドで待機するようにしてく
ださい。コミッティからの特別な通達がない限り、トスは開始予定時刻の30分前に行われ
ます。
アンパイアは；
f.
i.アンパイア行動規範を遵守しなければなりません。
ii.試合終了後の月曜日24時までにオンラインでアンパイアレポートを提出すること。
iii.トス前に両チームのシートの写真をコミッティにメールにて送付すること。
すべてのチームは、コミッティから要請があった場合、クラブメンバーをアンパイア講
g.
座に必ず参加させてください。
9. 行動規範
a. キャプテンは、チームの選手がアンパイアの判断を尊重し、日本におけるクリケットの
イメージを常に維持することに責任を負うものとします。
b. 行動規範：https://cricket.or.jp/en/archives/competition/japan-cup
JCA懲戒指針は、JCの全試合に適用されます。アンパイアは、キャプテン行動規範また
c.
は参加者行動規範に違反した選手を、オンラインのアンパイアレポートにて報告するよ
うに要請されています。JCA懲戒委員会は、フィールド内外での選手の不正行為や行動
規範違反の報告を受け、対処にあたります。
d. JCA懲戒パネルの決定は最終的なものであり、JC全地域で適用されます。

10. オーダーシート
a. 試合に出場する両チームは、オーダーシートを用意した上で洩れなく記入し、コイントスをする
時に、アンパイアへ提出しなければなりません。
b. オーダーシートに記載のない選手は、その試合に出場できません。
c. 試合終了後、アンパイアはトス前に両チームのオーダーシートの写真を提出しなければなりま
せん。提出されない場合は、罰則が適用されます。
d. オーダーシートのプレーイングXIに記載されていない選手は、(i)当該チームに登録さ
れており、(ii)今シーズンのJCにおいて他チームでプレーしていない、または他チーム
の代替フィールダーとしてプレーしていない場合に限り、代替フィールダーとして出場
できるものとします。
e. オーダーシート:http://cricket.or.jp/en/archives/competition/japan-cup
11. キャプテンレポート
a. 試合終了後、それぞれのキャプテンは試合直後の月曜日（24時）までに、オンラインキャプテン
レポートを提出しなければなりません。期限内に提出されなかった場合は、罰則が適用されま
す。
b. キャプテンレポートはJCAウェブサイトの「ジャパンカップ」 → 「自身の地域」にある「キャプテン
およびアンパイアのためのリンク」から確認できます：
p://cricket.or.jp/en/archives/competition/japan-cup

12. アンパイアレポート
a. 試合終了後、アンパイアは試合直後の月曜日（24時）までに、アンパイアレポートを提出しなけ
ればなりません。期限内に提出されなかった場合は、罰則が適用されます。
b. アンパイアレポートはJCAウェブサイトの「ジャパンカップ」 → 「自身の地域」にある「キャプテン
およびアンパイアのためのリンク」から確認できます：
http://cricket.or.jp/en/archives/competition/japan-cup

13. ローカルグラウンド規則および規制
a. グラウンドの使用方法、グラウンドのローカル規則および規制は、当該グラウンドや当

該地域によって異なります。地域協会は、グラウンド使用に関する特別な規則・規制が
ある場合には、全チームに通知すること。
b. グラウンドによっては、JC競技条件よりも優先して適用されるローカルグラウンド規則
が適用される場合もあります。
c. コミッティは、以下の事項をチームに通知すること：
各グラウンドにおけるグラウンド用具（スタンプ、バウンダリーロープなど）の使
i.
用方法および保管方法。すべてのグラウンドや地域において、グラウンド用品に対
して敬意を払い、きちんと返却すること。グラウンド用品や保管庫を敬意を持って
扱わないチームには、罰則が適用されます。
グラウンドの使用に関するあらゆる規則および規制。例えば、グラウンドの開閉時
ii.
間、駐車場、更衣室の使用、グラウンドへの飲食物、バーベキュー用具の持ち込み
などについて。
悪天候、雨天中止、グラウンドコンディションによる試合中止に関する規則。
iii.
JCの競技条件に対してのローカルでの調整。例えば、YC&ACグラウンドの防護ネッ
iv.
トの上でボールを打つ場合の規則など。
14. グラウンド準備と後片付け
a. グラウンド準備は両チームの責任です。ウィケットの設置、30ヤード(27.5メートル)サークル（添
付資料B参照）、バウンダリー、スコアボード、テント、テーブル、椅子の設置などが必要です。
一方のチームにすべてやらせないようにしてください。グラウンドに着いたときに準備が完了し
ているときは、後片付けを率先してするようにしてください。
b. ゴミは残さずに片づけてください。試合終了後、全選手で周りのごみを拾いましょう。自分たち
のゴミ、その日のゴミでなくても片付けてください。
15. 重要なドキュメント

a.

重要なドキュメントは次のURLにあります:
: http://cricket.or.jp/en/archives/competition/japan-cup

16. ペナルティ
a. JCチームには、コミッティが特に指定しない限り、以下のペナルティが課され、ジャJC
の全試合において標準的に適用されます。ペナルティは、事例発生後、可能な限り迅速
にミッティが適用し、チームに通知するものとします。
b. 競技ポイント2点の減点。
i.
試合放棄は2ポイントの減点となります。また、試合放棄したチームは、 (a) 1日当たりの
グラウンド料金の相手チーム分を負担し、(b) アンパイアの交通費なども相手チーム分を
負担します。(レンタカーの事前予約料金、事前に購入にた切符代なども含む)。試合放棄
が複数回行われた場合は、より厳しい罰則がコミッティにより科せられることがあります。
シートに不適切な選手を記載すること。この場合、そのチームは試合を放棄したも
ii.
のとみなされます。
アンパイア2名を派遣する予定の試合において、アンパイアを派遣しなかった場合
iii.
c. 競技ポイント1点の減点：
2名のアンパイアを派遣する予定の試合において、1名のアンパイアしか派遣しな
i.
かった場合。
一方のチームのグラウンド到着が遅れたために、試合開始時刻が遅れた場合。
ii.
1回以上の警告を受けた後、試合当日にJCAオンラインスコアシステムにスコアを
iii.
アップロードしなかった場合(勝利チームの責任)
1回以上の警告を受けた後、承認ウェアを着用しなかった場合
iv.
d. NRRポイント0.2点の減点：
試合当日にJCAオンラインスコアシステムにスコアをアップロードしなかった場合
i.
（勝利チームの責任）
ii.
月曜日までにスコアシートの写真送付を怠った場合(勝利チームの責任)
月曜日までにキャプテンレポートの提出を怠った場合（両チームの責任）
iii.
試合開始前にオーダーシートの写真の提出を怠った場合（アンパイアの責任）
iv.
水曜日までにオーダーシートの写真の提出を怠った時
v.
vi.
アンパイアの服装が適切でなかった場合(アンパイアの行動規範「Umpire's Code of
Conduct」参照);
e. 罰則は、この資料に記載されたものに限らず、JCAと協議の上、コミッティにより決定されます。
コミッティの決定は、キャプテンレポート、アンパイアレポートその他の情報によりなされます。
17. JC全国決勝大会への出場資格
a. JC決勝大会への出場資格制度については、毎年JCAコミュニティクリケットマネージャーが発
表します。
b. 原則として、各地域の優勝チーム（ディビジョン1）が自動的に全国決勝大会への出場権を獲得
します。
c. 原則として、ディビジョン1の準優勝チームおよびディビジョン2の優勝チームには、決勝大会前
に行われる「予選試合」によって、全国決勝大会への出場権を獲得する機会が与えられます。
d. 地域予選を完了できなかった地域については（例：シーズン中の不測の事態による中断、グラ
ウンドの閉鎖）、その時点で当該地域で最も高い順位のチームが、JC決勝大会への出場権を
獲得する場合もあります。
18. CAへの連絡
a. クラブや大会関係；コミュニティクリケットマネージャー, ドゥーグル・べディングフィールド：
d-bedingfield@cricket.or.jp
b. 佐野グラウンド:；上原良崇: y-uehara@cricket.or.jp
c. JCA懲戒パネル； アラン・カー： a-curr@cricket.or.jp
d. 登録関係、オフィスマネージャー； Makoto Kubota: m-kubota@cricket.or.jp
e. 写真：photos@cricket.or.jp

