
①　流れ 審判名

試合前の確認 球審 1塁 2塁 3塁

選手審査場所

オーダー交換場所

シートノック時間　　 分 (5分　or　7分)

インターバル 回 回 回

インターバル場所

試合球

②遅くとも30分前までに ●お知らせ致します。　第　　　試合の対戦チームは

選手チェックを行いますので　　　　　　　　　　　　　までお集まりください

●お知らせ致します。　第　　　試合の両チームのキャプテンと監督は

メンバー表と（試合球）を持って　　　　　　　　　　　　までお集まりください。

試合球は、大会によっては用意される場合もある。

●お知らせ致します。

本日の第　　　試合

1塁側チーム名 3塁側チーム名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の

試合開始時刻は、　　　時　　　分です。

チーム名

③シートノック 　　　　　　　　　　　　　　　　　はシートノックの準備をして下さい。

後攻チームから シートノックを開始してください。

時間は　　　分です。

後攻チームがベンチ前に

並んだら放送する ノック時間、残り　　　分です。 *5分の時は1分・7分の時は2分

ノックを終了してください。

グランド整備 両チームの選手の皆さんは、グランド整備のご協力をお願いします。

大会によっては、保護者は手伝えない場合もある



④ 試合に先立ちまして　　　　　　　　大会、本日の第　　　　試合

1塁側 3塁側

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の

スタメン発表と審判員紹介 スターティングメンバー、並びに審判員をお知らせ致します。

先攻
両チームシートノック終了後打順
グラウンド整備中に 1番　　　　守備位置　　　　フルネーム　　　背番号

2番　　　
・
・
・
・
9番

続きまして
後攻
打順
1番　　　　守備位置　　　　フルネーム　　　背番号
2番　　　
・
・
・
・
9番

後攻チームの紹介の後に なお、この試合の審判は、

球審、　　　　　　　　塁審は、1塁　　　　　　　　　　2塁　　　　　　　　　　3塁　　　　　　　　
以上、四氏でございます。

試合開始まで今しばらくお待ちください。

⑤試合開始 お待たせいたしました、　本日の第　　　　　　試合

両チームがホームベースに先攻チーム名 後攻チーム名

向かって整列に入る前に 対

タイミング合わなければ まもなく試合開始でございます

両チーム集合し

あいさつをした直後に

チーム名

⑥守備位置の紹介 1回(表・裏)を守ります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の守備位置をお知らせ致します。

ピッチャー　　　　　　　　　　　 君 背番号　　　　　　公式戦はフルネームで

選手が守備位置へ キャッチャー ・

走っていったら ファースト ・

セカンド ・

サード ・ 同じ姓の人がいれば
ショートストップ ・ 毎回フルネームで放送します。
レフト ・
センター ・
ライト ・

以上でございます。

★試合開始時刻　　投球の1球目の時間を確認　　　　　　　　　時　　　　　　　　　分



⑦ チーム名

バッター紹介 　　　　回の(表・裏)　　　　　　　　　　　　　　　　の攻撃は、

打者がバッターボックスに 打順 ポジション フルネーム 背番号

入る直前 　　　　　　番 、 君

★2巡目以降

打順 ポジション 姓のみ 同姓が人がいればフルネームで

　　　　　　番 、 君

★紹介しそびれたとき 打順 ポジション 姓のみ

　ただ今のバッターは 　　　　　　番 、 君

でした。

⑧得点 チーム名

各回の攻撃が終わるたびにただ今の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の得点は　　　　　点です。

0点の場合は

ただ今の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の得点はありません。

⑨開始時刻の連絡 （先攻のチーム担当）

1回の表が終わったら なお、この試合の開始時刻は　　　　　　時　　　　　　分です。

⑩インターバル （後攻のチーム担当）

4回の裏終了後 審判の方にお知らせ致します。インターバルに入りますので

グラウンド整備中 　　　　　　　　　　　　　　　までお集まりください。

（その時々で臨機応変に）

⑪試合終了 勝ち点　　　　　負け点

球審がゲームセットをコール●試合終了でございます。ただ今の試合は　　　　　　対　　　　　　で

した後

or 　　　　　　　　　　　　　　　　　が勝ちました。

試合終了のサイレンの後

●試合終了でございます。この試合は引き分けでした。

コールドゲーム ●ただ今の試合は大会規定により　　　　回　　　　　点差のコールドゲームとなり

（勝ったチームがアナウンス) 　 勝ち点　　　負け点

　　　　　対　　　　　で　　　　　　　　　　　　　　　　　　が勝ちました

4回10点差

5回以降7点差

終了時刻 なお、この試合の終了時刻は、　　　　　　　時　　　　　　　　分でした。



《試合開始前》
【選手チェック】

「お知らせいたします。
第( )試合の対戦チームは、選手チェックを行いますので(          ）に集合してください。」

　　　　本部裏など

※2試合目以降は、試合途中に放送することになるので　「(      )回裏が終了したら・・」など
時間を知らせる。

【オーダー表交換】
「お知らせいたします。
両チームのキャプテン(と監督）はメンバー表（と試合球)を持って本部席前に集合してください。

　　(オーダー表)

【シートノック】
後攻のチームから
「( チーム名)はシートノックの準備をしてください。」
「シートノックを開始してください。　時間は( 7  or  5　）分です。」
「ノック時間　残り(  2  or  1  ）分です。
【ノックを終了してください。」 ＊先攻のチームも同様

【先発メンバーと審判の案内】 (シートノックが始まったら放送する)
「試合に先立ちまして、第(  )試合　(  1塁側チーム名   ）と(  3塁側チーム名   ）の先発メンバー及び
審判員をお知らせいたします。」 　

「先攻　　( チーム名) 「続きまして　  後攻  　(チーム名)

1番  (守備位置)  (フルネーム) 君　背番号(   ) 1番  (守備位置)  (フルネーム) 君　背番号(   )

2番  (守備位置)  (フルネーム) 君　背番号(   ) 2番  (守備位置)  (フルネーム) 君　背番号(   )

・ ・
・ ・

9番  (守備位置)  (フルネーム) 君　背番号(   )　 」 9番  (守備位置)  (フルネーム) 君　背番号(   )  」

「なお、この試合の審判は、球審(       ),１塁(       ),2塁(       ),3塁(       )　以上四氏で行います。
*～さん　は不要

《試合開始》
【試合開始】

「ただ今より、第(  )試合  ( チーム名) 対  ( チーム名)　を行います。」

【守備位置の紹介】
＊選手がグラウンドへ散らばっていったら・・・
「1回の表(裏)を守ります　(チーム名) の守備位置をお知らせいたします。
　

　　　以上でございます。」

【バッターの紹介】
＊バッターボックスに入る直前に・・・
「(    )回の表(裏)　 ( チーム名) の攻撃は、　(   )番　(守備位置)  (フルネーム) 　背番号(  ) 」

☆打者が1巡したら　守備位置と姓のみ。　背番号はいらない。
　ただし　同じ名字の場合はフルネームで言う。

☆回の途中で、何らかの理由により打者の紹介ができなかった場合

「ただ今のバッターは　、【打順】　　【守備位置】　【名前】君　

【得点】
＊各回の表・裏　終わるごとに・・・
「この回の　　( チーム名 )の得点は　(                   ) でした。」

　0点の時は「ありませんでした。」

【開始時間】
＊１回表の攻撃が終わった後・・・　　　得点の放送をしてから・・・
「なお、　この試合の開始時間は　　　時　　　分　でした。」

【審判さんのお茶タイム】 どこでインターバルを取るかは、前もって確認しておくこと!!!
「審判の方にお知らせいたします。　インターバルをお取りください。 ←ここまででもOK!
(   場所   )  にお茶の用意ができております。」
　　　　　1塁側　or  3塁側　 or  １塁側ベンチ横など

《試合終了》
「ただ今の試合は、(先攻チームの得点) 対　(後攻チームの得点) で ( チーム名 ) が勝ちました。」

＊コールドゲームの場合 (4回終了時10点差、5回以降7点差)
「ただ今の試合は、大会規定により(   )回以降（  )点差のコールドゲームとなり
(先攻チームの得点) 対　(後攻チームの得点) で ( チーム名 ) が勝ちました。」

ライト　　　 (    姓のみ     )君

ピッチャー
キャッチャー
ファースト　

・
・

(    姓のみ     )君
(    姓のみ     )君
(    姓のみ     )君

・
・



《選手交代》
【守備の変更】

　　の守備の変更をお知らせします。

 　　 が

 　　 が 　　それぞれ代わります。

　　以上のように代わります。

【選手の交代】
　　の選手の交代をお知らせします。

　に代わりまして、

　　以上のように代わります。

【選手の交代と守備の変更】
　　の選手の交代、並びに守備の変更をお知らせします。

　　に代わり 【名前】君   が入り

 　　 が 　　それぞれ代わります。

　　以上のように代わります。

【代打】
a. 　に代わりまして、 。

。

b. 　に代わりまして、 。

。

【代走】
　　に代わりまして 。

。

【代打・代走に出た選手が交代した選手の守備位置に入る場合】

　　の選手の交代をお知らせします。

。 　　以上のように代わります。

【代打・代走に出た選手の代わりに、新しい選手が入る場合】

　　の選手の交代をお知らせします。

　　に入ります。
　　　　　   　　　　(代走しました)

。 　　以上のように代わります。

【代打・代走に出た選手がそのまま入るが、守備も変更される場合】
　　の選手の交代、並びに守備の変更をお知らせします。

 　　 が 　　それぞれ代わります。

。

。 　　以上のように代わります。

【打順】　　　　【守備位置】　　　　　【名前】君

【打順】　　　　【守備位置】　　　　　【名前】君

先ほど  代打しました 　【名前】君　が    そのまま　【守備位置】　へ入り、
　　　　　   　　　　　　　(代走しました)

   【守備位置】　の　【名前】君　　　 【守備位置】へ

【名前】君が　【守備位置】

【打順】　　　【守備位置】　　　　【名前】君　　　【背番号】

【チーム名】

【チーム名】

先ほど  代打しました 　【名前】君 　に代わりまして　

  ファースト・セカンド・サード

【チーム名】

先ほど  代打しました 　【名前】君　が    そのまま　【守備位置】　へ入ります。
　　　　　   　　　　　　　(代走しました)

【打順】　　　　【守備位置】　　　　　【名前】君

(バッターは　【名前】君)　　　【背番号】

  ファースト・セカンド・サード

代走　　【名前】君

(　(        )ランナー　 　【名前】君）　　【背番号】

【守備位置】へ

   【守備位置】　の　【名前】君　　　 【守備位置】へ

【打順】　　　　【守備位置】　　　　　【名前】君   背番号(  )

【打順】　　　　【守備位置】　　　　　【名前】君   背番号(  )

バッター　　【名前】君  代打　　【名前】君

　(        )ランナー　 　【名前】君

(バッターは　【名前】君)　　　【背番号】

【打順】　　　　【守備位置】　　　　　【名前】君  代打　　【名前】君

【打順】　　　　【守備位置】　　　　　【名前】君   背番号(  )

【チーム名】

   【守備位置】　の　【名前】君　　　

【チーム名】

   【守備位置】　の　【名前】君　　　 【守備位置】へ。

   【守備位置】　の　【名前】君　　　 【守備位置】へ。

【打順】　　　　【守備位置】　　　　　【名前】君   背番号(  )

【打順】　　　　【守備位置】　　　　　【名前】君   背番号(  )

【チーム名】

 【守備位置】　の　【名前】君　　　 【名前】君　　　　が入ります。


