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①試合前お知らせ　（試合開始前　※審判団の指示に従う）

お知らせ致します。

本日の第（　　　）試合の　キャッチボールとトスバッティング　（シートノック）　は、

（　　　）時（　　　）分頃を予定しております。 （→繰り返し、お知らせ致します、）

②キャプテン呼出（先攻後攻決め）　（試合開始50分前 or 5回ｳﾗ終了時　※審判団の指示に従う）

お知らせ致します。  本日の第（　　　）試合、

（一塁側　　　　　　　　）チームと（三塁側　　　　　　　　）チームのキャプテン（と監督）は、

投球回数確認シート および試合球（　　　）個とロジンバッグ1個　（メンバー表と試合球）　を持って、 ※召集場所例

（召集場所　本部席　）までお越し下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑ ※練習試合の場合 　『本部席』 『バックネット前』

　『（１・３）塁側ネット（前・裏）』　...etc

③キャッチボール・トスバッティング　（試合開始45分前 or 前試合終了後　※審判団の指示に従う）

両チームの選手はキャッチボールとトスバッティングの準備をして下さい。

一塁側、（　　　　　　　　）チームは　キャッチボールを、

三塁側、（　　　　　　　　）チームは　トスバッティングを開始して下さい。 時間は7分以内です。

　（5分経過）残り時間2分です。

　（7分経過）終了して下さい。

一塁側、（　　　　　　　　）チームは　トスバッティングを、

三塁側、（　　　　　　　　）チームは　キャッチボールを開始して下さい。 時間は7分以内です。

　（5分経過）残り時間2分です。

　（7分経過）終了して下さい。

④ノック（後攻）

後後後後  

※

後攻、つくば中央チームはシートノックの準備をして下さい。　 （※ベンチ前に整列済であれば省略）

後攻、つくば中央チームはシートノックを開始して下さい。ノック時間は7分以内です。 ※タイム計測は、キャッチャーの

　（5分経過）残り時間2分です。 　ボール回し開始直後or

　（7分経過） 

※

シートノックを終了して下さい。　 （※7分経過前に終了orあと数秒で終わりそうな場合は省略） 　ノッカーが打ち始めた直後。

⑤ノック（先攻）・⑥グラウンド整備

先先先先 先攻、つくば中央チームはシートノックを開始して下さい。

ノック時間は7分以内です。　 （↓先攻チームのシートノック中にスターティングメンバーを発表）

（　　大会名　　）大会、　本日の第（　　　）試合、

（一塁側　　　　　　　　）チーム対（三塁側　　　　　　　　）チームのスターティングラインナップ、並びに

審判員をお知らせ致します。

先攻、つくば中央チーム。 ※4番は『 ヨバン 』と読む。

〔 １～9 〕番、　〈　守備位置　〉、　（(　 ﾌﾙﾈｰﾑ　 )）君，　　〈　守備位置　〉、　（　 名字のみ　 ）君，　　背番号［　　］。 　　　（ 『よんばん』はNG ）

　　*例： 1番、 センター、 中島 知輝君，  センター、 中島君，  背番号8。 （9番まで同様に繰り返す） ※同姓の選手がいる場合は

　フルネームで読み上げる。

後後後後 続きまして後攻、つくば中央チーム。

〔 １～9 〕番、　〈　守備位置　〉、　（(　 ﾌﾙﾈｰﾑ　 )）君，　　〈　守備位置　〉、　（　 名字のみ　 ）君，　　背番号［　　］。

　　*例： 1番、 センター、 中島 知輝君，  センター、 中島君，  背番号8。 （9番まで同様に繰り返す）

この試合の審判は ※控え審判がいる場合

球審（呼び捨て　　　　　 ）、塁審　一塁（呼び捨て　　　　　 ）、二塁（呼び捨て　　　　　 ）、三塁（呼び捨て　　　　　 ）、 　『控え審判（呼び捨て　　　　　 ）、

以上、四氏で行います。 　　以上、五氏で行います。』

 

※

試合開始まで しばらくお待ち下さい。　 （※省略の場合あり） ※練習試合等、スタメン省略･

　　 （↓先攻チームのノックタイム計測に戻る） 　シート紹介後に審判団を

先先先先 　（5分経過）残り時間2分です。 　紹介する場合、『試合開始まで

　（7分経過） 

※

シートノックを終了して下さい。　 （※7分経過前に終了orあと数秒で終わりそうな場合は省略） 　　しばらくお待ち下さい。』 は省略。

両チームの選手は グラウンド整備をお願いします。

　　（※ホームベース付近のライン引きが終了する頃）

グラウンド整備、ありがとうございました。

→次のページへ

ファウルボール

ファウルボールの行方には 充分ご注意下さい。

熱中症の注意喚起

本日は気温が高く、熱中症が心配されますので、水分をこまめに取り、体調に気を付けて下さい。

Announce manual

※
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アナウンスは事務局員と

同等の立場です。

試合中の応援・大声の

談笑は控えて下さい。

特に選手交代・守備変更で

球審がアナウンス席へ

近付いてきた際は

相手チーム宛であっても

お静かに願います。

★試合前確認事項(①～③は後攻のみ)

①球審・塁審(･控え審判)の各氏名

②審判団 給水イニング(基本4回ｳﾗ終了後)

③審判団 給水召集場所

④キャプテン呼出時

・監督の有無

・持参物 投球回数確認シート

試合球

ロジンバッグ

メンバー表 ...etc

※「関東連盟アナウンスマニュアル」を元に作成しております。  2014.03・2019.04改 （1/3）    
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⑦両軍挨拶

後後後後 （両軍挨拶後） お待たせ致しました、本日の第（　　　）試合 間もなく開始でございます。

　　（※１回表・ｳﾗのみアナウンス、ピッチャーがマウンドに到着後）

1回の（表・ｳﾗ）守ります、つくば中央チームの シートをお知らせ致します。 　　センター

1 　ピッチャー　 （　 名字のみ　 ）君、　背番号［　　］、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レフト 　　　 ８８８８　　　　　　　　　ライト

2 　キャッチャー （　 名字のみ　 ）君、　背番号［　　］、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７７７７ 　　　　　　　　　　　　　　　９９９９

3 　ファースト　 （　 名字のみ　 ）君、　背番号［　　］、

4

5

6 　ショート　　 （　 名字のみ　 ）君、　背番号［　　］、 　　　 １１１１

7 　レフト　　　 （　 名字のみ　 ）君、　背番号［　　］、
　 ピッチャー

8 　センター　　 （　 名字のみ　 ）君、　背番号［　　］、

9 　ライト　　　 （　 名字のみ　 ）君、　背番号［　　］。 　　   ２　　   ２　　   ２　　   ２

バッテリーは、（　ピッチャー･名字のみ　）君と（　キャッチャー･名字のみ　）君です。
　キャッチャー

⑧試合開始（1回表）　（※イニングの始めはピッチャーの投球練習終了後、キャッチャーが二塁に送球時）

先先先先 1回の表、つくば中央チームの攻撃は ★原則インプレイ中は放送しない為、

1番、　〈　守備位置　〉、　（(　 ﾌﾙﾈｰﾑ　 )）君，　　〈　守備位置　〉、　（　 名字のみ　 ）君，　 背番号［　　］。 　バッターボックスに入ってからの

　　　（↓球審の『プレイ』合図が試合開始時刻、タイム計測開始、ピッチャーの第1球目投球後） 　アナウンスは極力控えて下さい。

試合開始時刻は（　　　）時（　　　）分です。 ※相手チームの守備変更等で打者の

　　　（※ネクストサークル～バッターボックスへ促す様に、又は 野手がピッチャーへボールを返す頃） 　アナウンスが遅れた場合（インプレイ中）

2番、　〈　守備位置　〉、　（(　 ﾌﾙﾈｰﾑ　 )）君，　　〈　守備位置　〉、　（　 名字のみ　 ）君，　 背番号［　　］。 　『只今のバッターは､〔　　 〕番､…』

　　*例： 1番、 センター、 中島 知輝君，  センター、 中島君，  背番号8。 

⑨攻撃（一巡目）　（※イニングの始めはピッチャーの投球練習終了後、キャッチャーが二塁に送球時）

　　　　　　　　　　　　　　（※ネクストサークル～バッターボックスへ促す様に、又は 野手がピッチャーへボールを返す頃）

（　　　）回の（表・ｳﾗ）、つくば中央チームの攻撃は ※試合途中から出場する選手の

〔　　〕番、　〈　守備位置　〉、　（(　 ﾌﾙﾈｰﾑ　 )）君，　　〈　守備位置　〉、　（　 名字のみ　 ）君，　 背番号［　　］。 　初打席も、一巡目と同様の

　　*例： 1番、 センター、 中島 知輝君，  センター、 中島君，  背番号8。 　アナウンスとなります。

⑩攻撃（二巡目以降）　（※2打席目以降の守備位置・氏名の読み上げは1回のみ、フルネーム・背番号は不要）

（　　　）回の（表・ｳﾗ）、つくば中央チームの攻撃は

〔　　〕番、　〈　守備位置　〉、　（　 名字のみ　 ）君。

　　*例： 1番、 センター、 中島君。

⑪得点した場合 （3アウト後）

つくば中央チーム、只今の得点は（　　　）点です。 ※無得点の場合は原則不要。

 

※

つくば中央チーム、（　　　）回（表・ｳﾗ）の得点は（　　　）点です。　 （※スコアボードが見えにくい球場の場合） 　相手チームに倣って言う場合

　『…の得点は、ありません。』

⑫審判団へ給水案内　（基本4回ｳﾗ終了後　※要確認）

後後後後 恐れ入りますが、審判の方は（召集場所　　　　　　）にお集まり下さい。 ※召集場所例

　『本部席』 『バックネット前』

⑬経過時間案内　（4回ｳﾗ終了時） 　『（１・３）塁側ネット（前・裏）』　...etc

試合経過時間は（　　　）時間（　　　）分です。 ※給水は基本4回ｳﾗ終了後。

　気候により変動がある為要確認。

⑭キャプテン呼出　（5回ｳﾗ終了時、大会のみ　※審判団の指示に従う）

後後後後 お知らせ致します。  本日の第（　　　）試合、

（一塁側　　　　　　　　）チームと（三塁側　　　　　　　　）チームのキャプテン（と監督）は、

投球回数確認シート および試合球（　　　）個とロジンバッグ1個を持って、

（召集場所　本部席　）までお越し下さい。

※0点は『 レイ 』と言う。（NHK引用）

⑮試合終了 ※コールドゲーム…3回13点差

　　（※球審の『ゲームセット』合図が試合終了時刻、両軍挨拶後） 　　　　　　　　　4回10点差

ご覧の様に 本日の第（　　　）試合、（勝点　　　）対（負点　　　）で つくば中央チームが勝ちました。 　　　　　　　　　5回 7点差

試合終了時刻は（　　　）時（　　　）分です。 ご声援ありがとうございました。 ※同点で試合終了…『引き分けです。』

※タイブレーク方式のランナーは

タイブレーク　（導入イニングは大会要綱に依る　※審判団の指示に従う） 　バッターの前打者3人で満塁を作る。

お知らせ致します。 （7　　　）回を終了し （　　　）対（　　　）の同点ですので、 ※バッター・ランナーの選手交代は

大会規程により、只今からタイ・ブレーク方式に入ります。 　認められる。　（↓以下、読上げ順）

（8　　　）回からの攻撃は、ワンナウト満塁から行います。 　①『お知らせ致します。（　）回を…』

（8　　　）回の（表・ｳﾗ）、つくば中央チームの攻撃は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*打順例 　②選手交代アナウンス

（三塁・サード）ランナー 　　（　 名字のみ　 ）君、　背番号［　　］、　　　←※バッターの3つ前　　　（一番打者） 　③『（　　　）回の（表・ｳﾗ）、…』

（二塁・セカンド）ランナー 　（　 名字のみ　 ）君、　背番号［　　］、　　　←※バッターの2つ前　　　（二番打者）
　　　　（↓名前の前に付け足す）

（一塁・ファースト）ランナー （　 名字のみ　 ）君、　背番号［　　］、　　　←※バッターの1つ前　　　（三番打者） 　　 『（　）ランナー、代走、…』

バッターは、　〔　　　〕番、　〈　守備位置　〉、　（　 名字のみ　 ）君。　　　　　　　　　　　　　　　　　     （四番打者） 　　 『バッターは、〔　〕番、代打、…』

 ショート　　セカンド

　セカンド　　 （　 名字のみ　 ）君、　背番号［　　］、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 サード　 ６６６６　　　 ４４４４  ファースト

　サード　　　 （　 名字のみ　 ）君、　背番号［　　］、　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　 ５５５５　　　　　　　　　 ３３３３
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つくば中央チーム、選手の交代をお知らせ致します。

〔　　　〕番、（　 名字のみ　 ）君に代わりまして、代打に（(　 ﾌﾙﾈｰﾑ　 )）君が入ります。

〔　　　〕番、　代打、　（　 名字のみ　 ）君，　 背番号［　　　］。

つくば中央チーム、選手の交代をお知らせ致します。

（　　　　　）ランナー、（　 名字のみ　 ）君に代わりまして、代走に（(　 ﾌﾙﾈｰﾑ　 )）君が入ります。

（　　　　　）ランナー、　代走、　（　 名字のみ　 ）君，　 背番号［　　　］。

　　※代走・臨時代走に続けて打者のアナウンスをする場合、『バッターは、〔　　 〕番､　〈　守備位置　〉、　（　 名字のみ　 ）君。』

　　※（一塁・二塁・三塁）ランナー or （ファースト・セカンド・サード）ランナー、お好みでどうぞ♪

臨時 （　　　　　）ランナー、（　 名字のみ　 ）君に代わりまして、臨時代走に（　 名字のみ　 ）君が入ります。

代走

（　　　　　）ランナー、　臨時代走、　（　 名字のみ　 ）君。

　　※臨時代走…デッドボール等の負傷でランナーの選手交代をする事。ベンチ内に居る、打順の一番遠い選手を起用する。

→そのまま守備 つくば中央チーム、シートの変更をお知らせ致します。

先程、（代打・代走）致しました（　 名字のみ　 ）君が、そのまま〈　守備位置　〉に入ります。

〔　　　〕番、　〈　守備位置　〉、　（　 名字のみ　 ）君。　以上のように代わります。

　　※背番号は新たに出場した選手だけで良い

　　※『先程、（代打・代走）致しました…』が同様に立て続く場合、2回目以降は『同じく』 『次に』 『○番目に』　...etc

→守備で選手交代 つくば中央チーム、選手の交代をお知らせ致します。

先程、（代打・代走）致しました（　 名字のみ　 ）君に代わりまして、〈　守備位置　〉に（(　 ﾌﾙﾈｰﾑ　 )）君が入ります。

〔　　　〕番、　〈　守備位置　〉、　（　 名字のみ　 ）君，　 背番号［　　　］。　　以上のように代わります。

　★選手の交代…球審から選手の名前を1名以上伝えられる/ベンチ内（スタメン以外）の選手が出てくる/『○○君に代わりまして』

　★シートの変更 …球審から守備のみ伝えられる/スタメンの守備が変わる/『○○君が△△に、□□君が××に』

つくば中央チーム、選手の交代をお知らせ致します。

〈　守備位置　〉の（　 名字のみ　 ）君に代わりまして、（(　 ﾌﾙﾈｰﾑ　 )）君が入ります。

〔　　　〕番、　〈　守備位置　〉、　（　 名字のみ　 ）君，　 背番号［　　　］。　　以上のように代わります。

つくば中央チーム、シートの変更をお知らせ致します。

〈　守備位置①　〉の（　 名字のみ　 ）君が〈　守備位置②　〉に、

〈　守備位置②　〉の（　 名字のみ　 ）君が〈　守備位置①　〉に入ります。

〔　　　〕番、　〈　守備位置　〉、　（　 名字のみ　 ）君、

〔　　　〕番、　〈　守備位置　〉、　（　 名字のみ　 ）君。　　以上のように代わります。

　　※背番号は新たに出場した選手だけで良い

　　（※優先順位は【 ①代打・代走の交代・変更 → ②選手の交代 → ③シートの変更 】が基本。①or②の続きは守備位置のしりとりを！）

つくば中央チーム、選手の交代 並びにシートの変更をお知らせ致します。

①代打・代走

そのまま守備 → 先程、（代打・代走）致しました（　 名字のみ　 ）君が、そのまま〈　守備位置　〉に入り、

シート変更 → 先程、（代打・代走）致しました（　 名字のみ　 ）君が、〈　新守備位置　〉に入り、

選手交代 → 先程、（代打・代走）致しました（　 名字のみ　 ）君に代わりまして、〈　（新）守備位置　〉に（(　 ﾌﾙﾈｰﾑ　 )）君が入り、

②選手の交代

そのまま守備 → 〈　守備位置　〉の（　 名字のみ　 ）君に代わりまして、（(　 ﾌﾙﾈｰﾑ　 )）君が入り、

シート変更 → 〈　守備位置　〉の（　 名字のみ　 ）君に代わりまして、（(　 ﾌﾙﾈｰﾑ　 )）君が〈　新守備位置　〉に入り、

③シートの変更

〈　守備位置　〉の（　 名字のみ　 ）君が〈　新守備位置　〉に、

入ります。

〔　　　〕番、　〈　守備位置　〉、　（　 名字のみ　 ）君　（，背番号［　　　］）、

〔　　　〕番、　〈　守備位置　〉、　（　 名字のみ　 ）君　（，背番号［　　　］）。　　以上のように代わります。

　　※整理がつかない場合は、球審の言う順番をそのまま読み上げてもOK

試合中断 お知らせ致します。　ご覧の様な天候　（選手負傷による治療）　の為、しばらくお待ち下さい。

大変お待たせ致しました、只今より試合を再開致します。　尚、中断時間は（　　　）時間（　　　）分です。

雨天コールド（試合成立） お知らせ致します。ご覧の様な天候の為、試合続行不能となりましたので

（　　　）回コールドゲームとして、（勝点　　　）対（負点　　　）で つくば中央チームが勝ちました。

　　※5回表を以って正式試合となる （5回未満は再試合）

中止・ノーゲーム（再試合） お知らせ致します。グラウンドコンディション不良の為、（中止・ノーゲーム）と決定致しました。

　　※中止…試合開始前 / ノーゲーム…試合開始後

特別継続試合（後日継続試合） お知らせ致します。本日の第（　　　）試合、（一塁側　　　　　　　 ）チーム対（三塁側　　　　　　　 ）チームの試合は

大会規定により、特別継続試合となります。

本日の試合については後日、中断時からの継続試合にて再開致します。

代打

代走・臨時代走

選手の交代

シートの変更

選手の交代並びにシートの変更

選手の交代・シートの変更は

落ち着いてアナウンスを！

遅れても構いません、

必ずアナウンスしましょう。

相手チームのスコアラーが

放送を待っています(´；∀；)
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