
1 2 3 4 5 6 7
回 回 回 回 回 回 回

3

1番 ＊＊＊ くん、 背番号 （＊）

<以上のように、9番まで同様にアナウンスします。>

チーム 1　　 2 3　　 4 5　　 6 7　　 8 9　　 計
＠＠＠ くん、 背番号 （＠）

7-(1)

1番 （守備位置） ＊＊＊＊ くん、
（守備位置） ＊＊＊＊ くん。 背番号 （＊） （　　　）番

5-(4)

（　　　　　）時 です。

（　　　）番
（　　　）番

6

（点数）

（　　　）番 （＊）
（　　　）番

＊＊＊ くん、 （　　　）番

攻撃時 代打

（　　　）番 （守備位置） ＊＊＊
＄＄＄ くん、
＄＄＄ くん、 背番号 （＄）

ライト
(守備位置）、＊＊＊君に代わりまして、＠＠＠君が入り、（守備位置）、(守備位
置）の＄＄＄君が（守備位置）、（守備位置）の＃＃＃君が（守備位置）に回りま
す。

（守備位置） 背番号

（守備位置） ＃＃＃ くん。
　☆ 新たに入った選手のみ背番号をアナウンスする。
例：センターの荻野君に代わりまして、黒田君が入りピッチャー、ピッチャーの菅
野君がライト、ライトの角中君がセンターに回ります。
　1番、ピッチャー黒田君、背番号15、7番、センター角中君、9番、ライト菅野君。

（　　　　）

（　　　　　　　　　　　） くん、 背番号 （　　　　）

くんに変わりまして、

後攻担当 7-(2)へ

タイムなどの後
バッターは、

代打、

（大会名） 大会 回戦 球場

（　　　　）

9

（　　　　　　　　　　　） くん、 背番号

ピッチャーは、

（　　　　　　　　　　　） くん、 背番号

（　　　　　　　　　　　） くん、 背番号

くん、 背番号

7

8

5

投球練習中に守備につく先攻チームの紹介を行う。

（　　　　）

（　　　　　　　　　　　） くん、 背番号

打順 守　備　位　置

1

3

4

共に詳細
は裏面に

（　　　　　）塁ランナーの＊＊＊くんに代わりまして、代走、＠＠＠くん、
（　　　　　）塁ランナーは、＠＠＠くん、背番号（＠）
例：2塁ランナーの坂本君に代わりまして、代走、長野君。

＃＃＃ くん。

（チーム名                     ）、選手の交代とシートの変更をお知らせいたします
選手の交代とシートの変更

例：ショートの坂本君がセカンド、セカンドの山田君がショートに回ります。
　　　1番、セカンド、坂本君、6番、ショート、山田君。.

両方

くん。
＠＠＠

選手の交代 代走

守備 1対1

守備 守備位置の変更

（チーム名                          ）、選手の交代をお知らせいたします
(守備位置）、＊＊＊君に代わりまして、＃＃＃君が入ります。

（チーム名                          ）、選手の交代をお知らせいたします

選手の交代

例：1番、ショート、坂本君に代わりまして、山田君が入ります。
（＃）背番号くん、＃＃＃

シートの変更

（守備位置）

　　　　　1番、ショート、山田君。背番号、1.

守備

＊＊＊

攻撃時

くん。
＄＄＄

くん。

(守備位置）の＊＊＊君が（守備位置）、（守備位置）の＃＃＃君が（守備位置）
に回ります。

（チーム名            　　         ）、シートの変更をお知らせいたします

（　　　　）

サード

ショート

レフト

（　　　　　　　　　　　） くん、

例：1番、ショート、坂本君に代わりまして、代打、山田君。

　　　2塁ランナーは、長野君。背番号、7.

（守備位置）

（守備位置）
（守備位置）

背番号

くん、 背番号

センター

（　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　） くん、 背番号

キャッチャー、

ファースト

セカンド

（　　　　　　　　　　　）

先攻の（チーム名                                ）、
（守備位置）

先攻チームのメンバー表を見ながら次のようにアナウンス。

6

1回の表（先攻）の攻撃が終わったら守備の紹介

このあと、攻撃側の紹介になります

　　　　　バッターは、山田君。背番号、1.

ピッチャーが1球投げ終わったら、

（チーム名                                ）、選手の交代をお知らせいたします

バッターは、

選手の交代

（　　　　）

（　　　　）

（　　　　）

（　　　　）

表
先攻 塁側 チーム名

習志野市少年野球連盟 R1.05.04 版

<以下打者がバッターボックスに入るときに同様のアナウンスを行う>
<2順目以降は、選手紹介は1度。背番号は省略>

（　　　　　　）回の表、（チーム名                                ）の攻撃は、

投球練習が終わり、キャッチャーがセカンドに送球したらア
ナウンスを行う

5-(3)

（　　　　　　）分

名前・背番号

ただいま守備につきました（チーム名                                ）の

試合開始は、

2

＜先攻チームに対して＞

の試合に先立ち、両チームのスターティングメンバー、控え選手並び
に審判団をお知らせします。

<続いて、控え選手の紹介をしますが、時間がないので選
手名と背番号を1度だけ読み上げます。>

例：福浦君、背番号、9。
<以上のように、全選手をアナウンスします。>

このあと、後攻チームの紹介があります。　後攻担当　4-(2)へ

名前は基本的に名字のみ

2-(2) 後攻チームのシートノックが終了したら次の放送を行う。

時間は5分です。
<3分経過後> シートノック残り時間、２分です。　<３へ進む>

お待たせしております。

（チーム名                                ）　と

（チーム名                                ）、シートノックを開始してください。

<この時間は、主審がプレーボールをかけた時間（係員が教えてくれ
ることもある）>

例：1番、ショート、坂本君、背番号、6  <紹介は1回だけ>

4-(1)
（後攻は裏）

主催
大会名

（チーム名                                ）

攻撃終了後、次のアナウンスを行う

<以降、攻撃時のみ5-（3）および6を繰り返す>

（　　　　　　）回の表、（チーム名                                ）の得点は、

このあと、先攻チームの守備位置紹介があります。　７-(1)へ

点です。（0点のときはゼロ、と言う）
＜スコアボードに点が入るときは必要ないときもあり＞

☆ 2、4、6回終了後か、または3、,6回終了後のお茶。
☆4回終了後、または指定時間、次の試合のチーム呼出し
☆ 試合の終了

2：キャッチャー

8：センター

9：ライト

3：ファースト

7：レフト

5：サード

6：ショート 4：セカンド

1：ピッチャー



1

1 2 3 4 5 6 7
回 回 回 回 回 回 回

4-(2)

1番 （守備位置） ＊＊＊ くん、 背番号 （＊）

＠＠＠ くん、 背番号 （＠）
チーム 1　　2 3　　4 5　　6 7　　8 9　　計

4-(3)へ
4-(3) （　　　）番

＄＄＄ くん、
塁審は、 1塁 ＄＄＄ くん、

2塁
3塁

1番 （守備位置） ＊＊＊＊ くん、 （チーム名                                ）、選手の交代をお知らせいたします
4-(4) （守備位置） ＊＊＊＊ くん。 背番号 （＊）

4-(5)
8

守備
（点数）

（　　　）番

5-(2)へ
5-(2) ＊＊＊＊ くん、

守備位置の変更

（　　　）番
（　　　）番
例：センターの角中君がレフト、レフトの荻野君がセンターに回ります。
　　　1番、レフト、角中君、7番、センター、荻野君。.

並びに

＜審判が終了合図をしたら時間を記録する。＞ （　　　）番 （＊）
試合終了です。ごらんのように、 （　　　）番
ただいまの試合、 （　　　　） 対 （　　　　） で、 （　　　）番

（チーム名                                ）、選手の交代をお知らせいたします

（チーム名                     ）、選手の交代とシートの変更をお知らせいたします

トスを行うための次
チームの呼び出し

次の試合がある場合
4回終了時または試合開始後1時間経過後

大会本部より、本日の第（　　　　）試合、

名前・背番号

(守備位置）、＊＊＊君に代わりまして、＠＠＠君が入り、（守備位置）、(守備位
置）の＄＄＄君が（守備位置）、（守備位置）の＃＃＃君が（守備位置）に回りま
す。

ライト （　　　　　　　　　）くん、 背番号

（　　　　）

（　　　　　　　　　）くん、 背番号 （　　　　）

（　　　　）

くん、

くん、 背番号 （　　　　）

背番号

ショート

背番号

（守備位置）  ＊＊＊くんに代わり

背番号（＄

お茶

選手の交代

＜以降、攻撃時のみ7-（2）および8を繰り返す＞

投球練習が終わり、キャッチャーがセカンドに送球したらアナ
ウンスを行う

（　　　　　　）回の裏、（チーム名                                ）の攻撃は、

＜以下、打者がバッターボックスに入るときに同様のアナウンスを行う。＞
＜2順目以降は、選手紹介は1度。背番号は省略＞ 例：2塁ランナーの荻野君に代わりまして、代走、長野君。

　　　2塁ランナーは、長野君。背番号、7.

選手の交代 攻撃時    代走

攻撃時    代打選手の交代

代打、
バッターは、

例：1番、センター、長野君に代わりまして代打、角中君。
　　　　　バッターは、角中君。背番号、61.

（チーム名                                ）、選手の交代をお知らせいたします

背番号 （　　　　）

くん、 背番号 （　　　　）

くん、 背番号

7

7-(2)

大会本部の指示を得て、次の放送を行う。
間もなく試合前のノックに入ります。
両チームの選手は一旦ベンチ（ダックアウト）に下がってください。<２へ>

以上のように、9番まで同様にアナウンスします。

以上、四氏（よんし）の審判で行われます。

くん。
＠＠＠

　☆ 新たに入った選手のみ背番号をアナウンスする。

（守備位置） ＊＊＊ くん。
くん。

　1番、ピッチャー黒田君、背番号15、7番、センター角中君、9番、ライト菅野君。

（　　　　）

（チーム名                                ） 両チームにご案内いたします。

試合の終了

最後まで熱心な応援ありがとうございました。

（チーム名                   　　　           ）　が勝ちました。

（チーム名                                ）

試合終了は（　　）時（　　　）分です。審判の皆様、ありがとうございました。このあと、攻撃側の打者の紹介になります。　先攻担当5-(3)へ
例：センター、長野君。背番号、7。

（　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　）

レフト

センター

（　　　　　　　　　）キャッチャー、

例：センターの荻野君に代わりまして、黒田君が入りピッチャー、ピッチャーの菅
野君がライト、ライトの角中君がセンターに回ります。

1対1

（チーム名                                ）、シートの変更をお知らせいたします
(守備位置）の＊＊＊君が（守備位置）、（守備位置）の＃＃＃君が（守備位置）
に回ります。

背番号

選手の交代とシートの変更 守備 両方

（守備位置）
（守備位置） くん。

（守備位置） ＃＃＃ くん。
＄＄＄

4

9

8

（守備位置） ＃＃＃

＜どのように出すかでアナウンスは異なる＞
パターン① 審判の方は、本部席へお集まりください
パターン② 審判の方は、一塁側、三塁側へそれぞれお集まりください

シートの変更 守備

（守備位置）

2、4、6回の裏、または3、6回の裏が終わったら審判団にお茶
のアナウンスを行う（試合前にいつ出すかを確認）

攻撃終了後、次のアナウンスを行う
（　　　　　　）回の裏、（チーム名                                ）の得点は、

点です。（0点のときはゼロ、と言う）
＜スコアボードに点が入るときは必要ないときもあり＞

1

2

3

6

後攻

このあと、審判団の紹介があります

例：1番、センター、長野君、背番号、7 <紹介は1回だけ>

続いて、控え選手の紹介をしますが、時間がないので選
手名と背番号を1度だけ読み上げます。

例：福浦君、背番号、9。＜以上のように、全選手をアナウンスします。＞

続きまして後攻の（チーム名                                ）、

<5分経過後> シートノックを終了してください。
<3分経過後> シートノック残り時間、２分です。

守　備　位　置

塁側 チーム名

5

打順

裏

本日の第（　　　　　）試合、まもなく開始でございます。
このあと、守備の紹介があります

（チーム名                                ）、シートノックを開始してください。
時間は5分です。

2-(１) 両チームがベンチに入ったら次の放送を行う。

＜後攻チームに対して＞

（チーム名                                ）、シートノックの準備をしてください。
＜しばらくして・・・＞

この後先攻チームのシートノック案内。　先攻担当2-(2)へ

次のように審判団を紹介する。
なお、この試合の審判は球審（                    ）。もう一度繰り返す

試合開始まで、もうしばらくお待ちください。

（　　　　　　　　　）くん、

5-(1)
試合開始の礼を終えて、守備に散ったら、次のようにアナ
ウンスする。

ただいま守備につきました（チーム名                                ）の

（　　　　　　　　　）

グランド整備が終わったら（終わっていたら）
グランド整備ありがとうございました

ファースト

セカンド

サード

選手集合
主審がOKのサインを出したら

お待たせいたしました。

ピッチャーは、 （　　　　　　　　　）くん、

投球練習中に先に守備につく後攻チームの紹介を行う。

背番号 （　　　　）

（　　　　）

（　　　　　　　　　）くん、

監督さんとキャプテンは、メンバー表を4通ご持参の上、本部席までお越しください

タイムなどの後
バッターは、

（　　　　　）塁ランナーの＊＊＊くんに代わりまして、代走、＠＠＠くん、
（　　　　　）塁ランナーは、＠＠＠くん、背番号（＠）

(守備位置）、＊＊＊君に代わりまして、＃＃＃君が入ります。
＃＃＃ くん、 背番号 （＃）

例：1番、ショート、坂本君に代わりまして、山田君が入ります。
　　　　　1番、ショート、山田君。背番号、1.

（　　　　　　　　　　）。もう一度繰り返す
（　　　　　　　　　　）。もう一度繰り返す
（　　　　　　　　　　）。もう一度繰り返す


