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はしがき

2020F●オリンピツクのmelu13東京に決BIつ た。しかし、残念な′ら唸国の野

球・ソフト●―ル●復清はならなかった。また菫みIInされている。野露″もっとも

人気のあるスr―ツでぁる日ふ その日で図優されるオリンピックで野球・ソフトボ

ール″甕彗する、こんな劇釣で素晴0しいことはない。:OCのトーマス・′
`′

ハ銃

会長り、

―

野譲とソフトボール●実施鶴載爾目復載について「可

能機はあるJという魔3を心から値したい。それによって東京五輸は一層の盛り上″

りを見せることは同邁いない。

Frtは、野露界の鶴燿としては、長鳩茂総氏と松井舞嘔

"u嬌
期認聴圏贅を同轍

という大変菫しいニュースがあつた。両氏つ澤かしい銀 はいまさら曰う31でもない。

また、プロ簾 は、わ″回の中 となる日

…

     (NPB)EBの 印

…

され、日1回
"咀

須 18日から6日口、¨ して実施された。わ′

国でも公認の書割学技を餃立しようとのBImは以前からあつたス なかなか露の目を

みなかった。これまでプ●野球の審判員になるには欠員
'■

たと書の公ふ プロ聟苺

OBからの採日、またはアマチュア霞薫界からの電抜撼用といつた遺しかなかつた。

今回舒たにE立された書割e摯は、書剌員の技術向上と人材発鋼を目的としている。

―●.アマチュア野熱界でも、公露の書判学曖理立の青写真
"す

でにmLrっ てい

たという。今後、書割員の世界にないては、聟電界

"=つ
となつて、プロとアマr共

同― ■●餃術の向上を目●して取り組んでいく体劇ガ書筆されていくこと″菫ま

しい。そのななといわれる7●と,マの

“

師によるプ●・アマ合同のアンバイアスク

ールはすでに1徊を重えている。このプロの書割―
さらに発展して将来アマチ

ュア苺球の審判育成劇魔も―raみ込まれていくようになれば甕晴らしい。

鑽導奮に対しても/●・アマの交滅は大きく遣もうとしている。/●

…

奮,
申 になるための、日本学生,澪協会による事笙壽露贅格回復調幽

プロ・アマ取方で回儘された。従来は2●以上

…

だった″ 研ヽ何度では



この研修会を受腱し、適正と判鑽されれ颯 責格が回復され 学生露電の調導″可籠

となつた。

このように僣導者およ― ●世界で、プロでの饉麟がアマ側に優全に通元される

ことによつて、アマチュア野壽つさらなる技鴛リレベルアップヽ つな″り、わガロの

野電の発風IE大きく贅することは同議いない。今後の通風に期待したい。

アマチユア霞電界では、長年検針を重ねてきた審判割慎重摩ム 今年は現実に篇―

,を確ら出す年となる。すでに公

“

インストラクター回度はスタートし、ま●.書莉員

青威のための各種マニュアル″摯偉凱 制慶政奪ヽ向けての環境菫償
'肴

々とE●

られてきた。今年6月 にはアマチュア主要4団体を中心

…
― ¢ 露書剌

員)″行わな 椰めてアマチェア層苺公露審判員●集菫″
=捏

される壼すとなつてい

る。そして、いよいよ平成″年1月 1日

"ら
公密綱割員の資篠回慶 (ライセンス劇

壼)″案菫される。このライセンス制度はアマチュア
ー

0員の育成システムの一

環をなすものであり、日目を明菫にすることで審判員●■チベーションを高め、また

社会詢にも

“

知される●判コ度にすること″目的となつている。適去の伝鏡は尊重し

な″らも将来に向けて新たな
―

昇●壺へと。‐していくことを爾やしている。

本年富、― 10政正噸 しては、まなものは、闘手のグラアにヽ しても含鶴劇

″適用になることと、三日

…

となつたことである。すでにオフィンャ

ル・ベースポール・ルールは昨年改正になつている●.わ″国では1年遅れの政工と

なる。

ま颯 層手●″ 703だム グラフの色″自または灰色だとlF―ルの色と重なり、

タイレクトキャッチだつたのが、そうでなかったのが、口莉員にとって剌定″し
'ら

くなる●●.うすい色をAILしたということである。国みに、との種度のうすい0″

elLされるのか、なかなかわかりにくいため、一つの目安として「これよりうすい色

餞′メ」という意鑢で本

“

度の規則●の螢麟つ0に国募色を使用した。参●にしてい

ただければ澤甚である。

また、三塁への偽投0鎮上、これは大

―

.適
^偽

餃
・

―Eだけ″策

止ヽ
=量

と
'薔

颯暉められていた。しかし、三塁までな上になつたのは、―・営E



の場合に言Eへ●餃して―EA― る●苺
"r―

クではないなと疑aを生じるケー

スr多く、そうした冑景を日まえて、31た●IIな,苺釉 させるスピードアップと

いつた鶴点から、三塁への偽餃
"線

上となつたと曰われる。長年 二塁への傷授

"密められて0ただけに演乱が予想される″、各団体の指導書をはじめ関係書にはシーズ

ン前にあらゆる国会嗜掟えて偽艘瀬上の機壼を図るようお麟いする。

層諄鶴画およ
`そ

の解釈嬌東霞に目●たブレイを鶴例としなFら毎年夏直し″授封

されている。螢劇参員会は、ヨ!●燒0凛文に忠奥に、
'つ

分かり場い颯剌●●●成に

向けてきらに取り鶴んでいくp tr、 ある。

この規則吻 l“レ月15日から発効する。

201“初 司 日本調隣勝懸Ш奮員会



20144E購潮割 raE

(1)1.16冒 頭の「投手のグラフ」を ,餃手を合む野手のグラフ」に政め、同

(a)を次のように政める。

①末尾に次を追加する。

守■位置に関饉なく、饉手IIPANTONPの 色基事

“

腱よりうすい色のグラ

ノを●jlすることはで0ない.

C・ 瞼譴 麺 る。

lalアマチュアー は、所属する焙転 鶴会の規定に従う。

(2)117:撻 10つ 3段目の末月に次を追加する。

ただし、日本野球競劇重員会
'特

に認めた場合は、この限りではない。

(3)240:日螢1の 3段日として次を追加する。

インフイールトフライ″董●されたときに勁書″舞奎した場合,打博″フェ

アかフアウルか― ●るまで館―ルインブレイの状態は餞く。

"瑠
″フエア

になれ颯 躊い0守健を

"書
した,書と、

「

者
'ア

ウトになる。●鑢″フアウ

ルになれ颯 野手の守置を鮨害したた奮だけがアウトとなり、その,苺″撻球

されたとしても、打替●IIち直しとなる。

(4)“   (a)鮨識譴 ●後段として次を逍如し、同 国 の「本コ 国測 Jを

回 暉測 前関 に改める。

ただし、0アウトまたは,アウトのと言、本量でのプレイで定書″苺直した

棧、■奮定着ガスリーフットレーンの外を走つて守個勁清でアウトF宣青され

ても、その定書はそのままセーフオ露められて、得薫は露録される。

(5)物 来屋のス
ー

。た場合は、ボールアッドとなる。」を劇綸する。



(6)305(d)の末尾に次を追加する。

また、崚手″目上にいると0、 または政手の打館で前のイニング″ヽ アして、

投手
"タ

ックアウトに戻らずにマウンドにFIかった場合は、その投,は、摯偏

捜離のために崚摯板を踏まない限り、そのイニングの第1,奮に級博する鶴壽

はない。

(7)412(b)(4)を 次つように改める。(,tlDを31Fl

(4)厠クラカ の最終鵬含までに一鯰停止賦合″完了していなかった場合は、

次のとおリヨールドゲームとなる。その餞合″、

(1)T゛絆合となる回数が,われており、かついずれなのチームガリードし

ている場合は、リードしているチームの囲ち″宜告される。(ビジティング

■

「

ム″ある回の壼にリードを

“

う0点を配録したム その回●菫にホーム

チーム′リードを奪い捩す撼点を屁螢しなぃうちにコールドケーム″童せら

れた場合mく 。この場合は、両チーム″完7した最終均等口の総得点で勝

餃を決する.)

(壼 )正式試合となる回菫が,われており、●●同点の場合は、・ タイグーム・

r宣●される。(ピ′ティングチームrある回の壺に得点を霊螢してホーム

チームの特点と0しくなった″、その略 にホームチームFe点を記録レ

ないうちにコール●グーム″責せられた場合は瞼く.この場合は、両チーム

″寃アした最終均●口の総得点で勝政を決する。)この場合は、…

(8)a“ (b)1原注1の 2段目を次のように改める。(下線3を逍血)

′
'ッ

ト全体″フェア地域またはファウル地域に飛んで



(9)a∞ (c)1日注:の 2段目を次のように重める (下理Sを餞工)。 また、

ス醐 鄭 (B)(a)(4)も同様に

“

める。

■書館嘔臓りし、スイングの奈勢で、その所やするパツト●.縮手または投

球に普たり、喀莉日r散鸞ではないと劇断した場合は、″奮0鯰富とはしない

lF.鷲―ルデ′ドとしてた者の逍量を静きない。……

(10)7鶴 (3)を次のように改0(下総部を追加)、 鵬ヨロ を追加する。 また、

同 1回 O②O● 餞 ヨ

"備
帥 を

"割
をそれぞれ rO●守億師″を』二

申 に改め、7鵬 回 (A)(8)の「鶴手の守備を,げ日 を「鶴手の

●●烈理堕率剪 り` Jに政める。

(a)第 3ス トライクの篠 π奢建ヨ

"殺

薄を処理しようとしている鶴手を田ら

型
…打を走者はアウトになり、r―ルアフドとなって、他の建看厳級手の投織彗

博占有していた昼に現場。

1日01投澪ム Brまたは審判員に麟れて遭路の り、その篠に打省泄者に

MItた場合は、,書走奮″投澪を処理しようとしている鶴手を明らかに,げヽ

と審判員″判薔しなι頓 り、輸書とはあなされない。

(11)a唸 (a)(1)ペナルテイを次のように改める。(瑯劇5な巨ω

ペナルテイ 骰摯

…

違反した場合囀 、露書はただちにr―ルを交換させ、

縫手に●書を躇する."■″さらに■にした場合に壼、lr―ルを宣書する。



(12)a05(b)お よび同 国 を次のように政める。(下線Sを改正)

(b)崚摯捏に触れている崚手な 一量または三塁に送澪するまねだけして、実

霞に送難しなかつた臨

:,1崚●
"蜃

手観に触れていると●、電者のいるこ量へは、その目の方面に直

線ステップすれば偽級してもよい″、一菫また静=露と,書へφ偽級は絆され

ない。―

(131a“ (C)回 を次のように散め て,塁Dを改正)、 同 :奎1を瓢職する。

1凛注1・ ― F―クである。政手は、屋に逮理する前に菫の方向へ直整踏み出さ

なければならで、日み出したら螢銀しなlllればならない。(二塁については例

2
定書―・三日のとき、綬手″定書を三日に戻すために三塁へ踏み出した″奥

際に送議しなかったら (糧足は級手楓に触れたまま)、 ボークとなる。

04)1001(a)の 3～ 5曖目を次のように改める。(下餞椰をaFl

(a)― 館 を与える。

クラブ濾目およびブレーヤーは、その決定について記録rlと 意見を交換する

ことはできない。

国毎員は、露合終了後あるいはサスベンデツドグーム童管動 同以内に、

あらゆる露録を決定しなければ2らない。

メジャーリータのプレーヤー螢たはタラフ漱、餞合終了後 (ま たは,スペン

アッド″―ム資書機172疇薔以内、あるいは霊螢目蜘 ●規定により餞合

撻7機
`ま

たはサスペンアッドグーム童誉後

'24●
間以内に試合中に下した

撻立を壽重 した■合はその方菫から72時簡以内に、■箇または2められた電

子

"事
費によってコミッショナー事薔ロヘ通知して、通な部

"責
任きに配螢員

の法
'を

草直オように薔受することrできる.菫営都円■を書は、すべての回

連する剰

"可
範な映像を入事しなl,ればならず、綸雨rぁ

=と
魅めたあらゆる



証拠をよく考慮して、饉 員の¨ らかに日つていると輔 した幹 には、

霊録員にその決定を2ttるように金じること″で書る。以転 この決定を変

電することはできない.麟●蔀円■荏奮壼.ブレーヤーまたはクラフ

"く
り返

し見直しに値しない中し立てをしたり、不誡察を行場をして、中し立て手続●

を重■したとみなした場合には、●●の後にブレーヤーまたはクラブヽ 適宣な

靱會を料すことr●きる.

マイナーリークのブレーヤーまた餞クラフは、リータの盤厠に毬づいて、リ

ータ会長に記録員の決定を見直すように菫載することrで書る。

国緻員は、鶴合終了後 (フ ォーフィッテッドグームーー
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野球競技場区回線(2)
(本文un un M“母Ю 森
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`

野球競技場区回線(3)
(本文酸 風)

餞手のマウンドの区口鑢

続 の前方6夕 0ジ″)の傾所から本基に向かつて6402麻
=)の

値

'までの勾配は、171に つき1`ンでなければならない。この勾配lt各織

"同

一でなけれ
ばならない。
鷲手のマウンドすなわち直径口46』

“

,)の円は、本塁から592`(1■St)
の地点を中心とする。
マウントの中心から

"●
0譴″ )後方に彼報 の驚線を置く。

驚手板の前線は、本塁からω暉 6夕 (1“
`,)の

個所に恒く。
傾鋳は、驚■夕の働 6夕前方から始まる。
投手板の前力 6夕の風針闘簿衝所から64の個所までの勾配:ま 6夕であり、これ

は各球場とも同一でなければならない。
授手猛●同国の平らな場所は、投手掟の面置6夕、側面力嗜 186'、 後方力惚

“

'

0"夕)である。
平らな場所は棧67`幽 傷).餞

“`'18C41・

)である。

0
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をの階図のうち、昼点はポールFlallに麟れた地点、ニヨ丸は

“

―ル″霞正した地

童、貞線は奎間を通置した続路、Pはプレーヤー、Uは書割員を示す。

爾1回 ‐魔ファウル地域に出ても、再び内野に止まつたと0は、フェアボールであ

る。

簿2回 ′ヽウントしながら肉野から外野へ越えていく場合には、―Eまた静==を3
事として剌鑽すべきであつて、一日また諄=口を遺

`る

と0に、フェア地域内かき

たはその上方菫買にあつた場合は、その螢フアウル地域に出てもフェアボールであ

る。

第3日 ―EEに触れれ嶼 その後どの方向に颯しても、すべてフェアボール議 。

霧4国 最初落ちた地菫ム 肉野と外野との■にあたる一菫
=薗

コ、

―

の機

上 または外野のフェア地域であれ颯 その後内外野を目わずファウル地域に出て

も、フェアボールである。

簿5国 フェア地域力またはその上方壼間で、審判員またはアレーヤーに餞れたと●

は、すべてフエアボールである。(Xttut■で触れた点を示す)

饉6国 ボー峰 碑 囀 た― 、フエアー
0-い れ颯 フエ

アボールである。たとえその野手0身

“

の大部分、すなわち足、胴体などソフアウ

ル地域内にあっても、それには国饉しない。(Pは僣手の身体の大部分、X印はボ

ール″最初鐵手に麟れた位置を示す。書割員に麟れた場合もこの例と同じである)

(0
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左の壼回のうち、日貞はr―ル″地上にmttた地貞、二重丸はぶ―ル″静上した地

点、童組は

'厠
を通過した経臓、Pはプレーヤー、Uは審判員を示す。

,7国 打綸″最初内層0フ ェア地域に触れることがあつても、絶局本凰―凰口、本

屋二彗画のファウル地域で止まつたものはフアウル7●―ルである。

簿8口 ′くウンドし

'″
ら内野から外野に越えていく場合には、一日また0=目を薔

準として莉断すべさであつて、一魅また諄
=■

lを過ピると0に、フアウル地減内ま

たはその上方空口にあった場合は、フアウルr―ルである。

第9国 最初落ちた地貞″外野のフアウル地域内であれ嶼 その後フエア地域に颯じ

ても、ファウル鷲―ルである.

"10図

 ポールr野手に触れることなく投手毬に当たり、リメウンドして一日本回回

または三菫本菫回のフアウル地餞に出て止まつた場合は、フアウルr―ルである。

鶴n国 ボール″最初野手に餞れた位置ガフアウル地風内の上方空面であれ颯 フア

ウルボールである。たとえその層手の身体の大部分、す●●ち足、Eraど,フェ

ア地域内にあっても,それには回傷しない.(Pは野手の身体の大部分、X印はr
―ル″●●

"手

に麟れた位菫を示す。●割員に麟れた場合も同じである)

饉12国 フアウル地域内またはその上方空罰で、プレーヤーまたは審判員の合体に腋

れたと●は、ファウルF― ,レである。

17)



ストライクゾーン
●曖2Z容風)

18)



正 式 試 合
(村

“

●■1観Ю

1 5回の自褒り螂 わらないうちに、中 ち切りを命したときは、鷹卿

として、′―グームとなる。(例 1、 例2参鐵)

2.(1)ホームチームの得点ス ピツティングチーム●苺点より多ル颯 合は、5

回の凛をヽ さわなかつたと0(例 3)、 または5回の■の協中で試合終了●●じ

られたとき m4)に は、正式賦合となる。

(2)ホームチーム″5口●凛に得点して、ビジティングチームの特点と等しく

なり、しかもその回″終わる前●frち切り″命じられたと0例 5)には、T゛

試合となる。

3 コールドタームは、球密が,ち切りを命したときの同チームの総●点でその試

合の濃敗を決するの′露鄭である。(例6～ 12翔菫)

4.411(d)回 の(1)(21な照ヽ すなわちビツテイングチーム″ホームチーム

と0しくなる得愚 またはリードを3う得貞い したのに対して、

ホーム′―ム・Ft●裏に縛点しないうちにコールドグームとなるか、またはホー

ムチームが得点しても同点とならないうちか、リードを奪い返きないうちにコー

ルドグームになつた場合には、ともに完了した均e回の総得点でその試合の勝敗

を決する。m13.例 1熊球0
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投手,内外野手のグラブ

(本文u“図ゅ

(A)‐ 0

(F)人さし置のクtrフチ部分の儘い日

7%'(1"嗜 ')

(3)手のひらの                             3`'(2凶 嗜')

(C)ウェアの充饉●頓■―――-4%`'(l143')(ウ ェアの苺はどの部分でも4%`Ⅲ下)

(D)ウェ・/●■|●の口■―――――――――――――――――――――――-3%夕 C鱒')

くE)ウェア
ー

ら下

"―

――――――――――――――――――-5%夕 (1錮絆)

(C)“壺のクロッチ部分の綺い日                   6%,(1“ 中')

(■ )ク ロッチの囀いH                         13%`'(3491')
(1)錮囀の動 ら,体――――――――――――――――――――-7%夕 (19●つ

て,)大きし■の発崎から                       ,夕 (m● ')

(K)中樹の力月からTa                     11%● ("餞り

%夕 (1●諄')

夕 ●絆 )

9● (""う

(L)菫置の力綺から

(M)41摯2え議
=か

ら

(121
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凡   例

・ 2014嘱自セントラル・′マシフィックロリーグ●選手彗賦合、アマチェア野難5団

整の公式大会は、

―

のもとに行なわれる。

・X■ l●El:凛注1:四外1とあるのは、米国オフィンャル・ベースポール・ルー

ルズに付され薇籠明または国

"上
の解釈をいう。

・文中 :劇 とあるのは、日書,あ要と認めた饉

"ま

たは適用上の解釈をいう。
・臓麒詢

“

財手に●I鰤 に目を菫れたJとか 詢麒おけ野手にatるより前に屋を

離れたJと,く べ0ところを、本規厠■では 隋国砂餞錠前、または薇澪″綺られ

た篠 置を離れた」あるいは 朧 ″機理より早かつたJなどの日串を用いてこれ
に充ててぃる。

・本来 P"軍陵瓢 と書くべさところを、本規劇■では、しばしぼ 口

"馳

とか 陸
割 とE載してぃる。

・口陵早A―、二、三、本屋の燿序またはこれと逆の順序で走菫する」と,くべ●
ところを、本規瑯●では、ぃ または譴定するJと している。

・文,1ビジティングチーム」とあるのは発攻チーム、rホームチームJとある●隧
螢攻チームのことをおす。

・文■「ポー冽 とあるのは 略朗餃劇 または R鉗 のことを指す。

・文■ f2●―ル」とあるのは、ストライクゾーンを通遣しなかった餃摯、すなわち、
いわゆる・ IF―ル.のことを指す。

・露録に関する菫回の中、たとえば rDちチームJ口勝ち割 口彙崚熊円 と,く ベ

0と ころを、

…

は IE・7-ムJ"馳賠円 臓望鵬円 とEコしている。
・規則本文●よ01凛コ lalの申、く

"″
付されている全文および《 》で目ん

である部分は、いずれも̈

“

中鷹において載工された個所を示す。
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餞合の 日●

‖Ю 試合の目的、競技場、用具

lJ―l“

10野 球は、回いのある競技場で、建督
"贈

椰す09人のプレーヤーから成る■つ

のチームの回●.1人ない¨ 簑割員の構猥0も とに、本鶴劇に従つて,なわ

れる鶴故であ 。

1セ 各チームは、相手チームより多くの饉点を露録して、E●ことを目的とする。

,“ 正式試合″苺わつたと書、本環剌によつてE母した得自の多い方ム その試含

の燿詢置となる。

1●喀 鐵 は、次にしる瀬 により、書頂 :、 2、 3図のようにけ る。

まず、本目強 を決め、そ薇 から二塁を置けた1坊詢に、輌餞口0尺で、

厖″
`3″

'(螂 毎)… 回つて二量の位置を定める。次に本凛と二塁を

3点にしてそれぞれ
"縣

0ス

“

1●)を回り、本風から向かつて有僣の奏点を一

日とし、本日から向かつてな質0交点を言日とする。したがつて、-2●ら=菫ま

でい 127年 3な'となる。

ホロからの躍口は、すべて―屋苺と二塁菫と0交点を彗点として瀬る。

本日から餃手根を経て二重に向かう線は、東北瀬に向かつていることを重鶴とす

る。

90・

`平

方の内置を,るには、まず各ペースライン (2●lおよびホームブレー

ト (本Dを 同一本平口■●Eけ、餞いて内賢の申央付近ヽ餃手ヨをホームプレー

トより10■ (2H■)高 通ヽ 所に餃け、級手叡●蘭方6● (1512P)●饉点から、

ホ量に向かつて6・t(1829り の鶴 まで、14(305● )につ01`'(2駒ゆ

α働綺をつけ、そ●値僻は各競技場とも同一でなければならない.

本菫からパツクストツプまでの躍菫、二撻からフアウルグラウンドにあるフェン

ス、スタンドまたはプレイ●

"け
になる融 までつ躍譲は、明  (182,つ 以

-1-



麟  故  ●

上を必要とする。(1図参猥)

外野は、1国に示すように、 Eetlょ
`=風

線を通壽したフアウルラインの国

の地域である。本基よリフェアグラウンドにあるフェンス、スタンドまたはプレイ

の●けになる飽餃までの菫議は
'm′

`176.1囃
,)以上をあ雲とするよ 両萬は

3214(97‐●)工医 ●EM400●r(121,18f.)以■あること″饉分して菫

まれる。

現,鶴 (フ ァウルラインおよびその暦長として餃けられたファウル嫁―ル)を含

む内躍および外野は、フェアグラウンドであり、その働の地域はファウルグラウン

トである。

キャッチャースボックス、′,ッ タースボックス、コーテスボックス、スリーフ′

卜・ファーストベースラインおよびネタスト・バッタースボックスは書環 1、 2回

のように橙く。

図衰中のフアウルラインおよび太饉で示されている障線量、量料、または盤害か

つ不燃菫のチ8-ク、その他●白い材料で撥く。

e頭 1回のグラスライン は 生の鋤 および芝奎●ムきは、多くの重掟場″用い

ている規綺を示したものであるF.その規書はあずしも要劇されるものではなく、

各クラフRIBに2=およ
― ●な軸 の広さや診

…

ことFでeる。

い

“

朗 (a)1958● 6月 1日以鷹プロフェッショナル苺露●クラ7-●
る競技場は、本量よりを右面■つフェンス、スタンドまたはな有同■のフェア

グラウンド上にあるプレイの

"け
になる菫臓までの最短躍諄

―
0,αBI.)、 申堅のフェンスまでの

…

は4"ビ
`(121,18●

)を必要
とする。

(b)195896月 1日以簿現在の議技場を籠議するにあたつては、本菫よりを

― ●よびい菫oフェンスまでの躍菫を、前露の最短露遭以下に短縮するこ

とはで0ない。

―



麟  技  ■ 1●―l"

【劇 ファウルr―ルも自く量らなければ
'ら

ないス 割卿●冒8卜、色の色のもの
を用いてもよい。フアウル,イ ンを表示するの■ 本材その■●整い

'料

を用いて

はならない.

1-l ― ●は、鐵 と本凰両●

―

わ とおりとする。

国取醍口●231●.卸 と本昼と●●●●●

“

"ヽ
本昌― 形の自色の374板で表示する。この三角形を71tる には、ます 1辺″

′● |●2P)の正方形を螢書、176・ の 12を決めてこれに切り合つた面側0辺

を8%'(21`=)と する。それぞれの点から各1オ 00"り の2辺を作る。

ロタの2コr変わつた値所を本菫―凰線、申 に置す、171・●コF
投手捩に面し、二つの

'夕
の辺″一目線およ0三菫線に一燎し、その自口″地面

と水平になるように口定する。(書競2国a照 )

1“ 一日、_E、 言風は、自色のキヤンパスまたはゴムで被凛された′ヽッグで表示

し、8=2国に示すように饉国に工しく回定す0.

―菫と三菫のパッグ麒 完全に内層φ内に入るように霊置し、二日のパツグは、

国豪の二晨の地点にその申心″くるように露置する。

キャンバスバツグ13その中に嬌らかい材料を館めて41tり 、その大●さは13●

0&:“)平方、厚きは3夕 に6●)ないし5'(12智ヽである。

爛フ 投手舷は捜´● (61,P)綱 6`'(152F)の長方形の自色ゴムのTar411

る。餃手板繭 1、 2、 3国

―

に固定し、わ 画 ●A・
・

ホ

昌 (=^い まで●躍菫¨∞

““

'(1略 )とする。

1廊 ホームクラフは、各ペースラインから椰腐2夕
`06ぶ

3)麟れた場所に、|・

―ムチーム月およびビジティングチーム用として、各1個のプレーヤースペンチを

織け、これにはな右螢方の二方に国いをめぐらし、屋根を摯けることがあ要である。

3



1●0～■■0

"
月

10ボ ールはヨルク、ゴムまたはこれに目する材料●小さいもに糸を書きつけ、自

色の民皮または●皮2片でこれを包
^晨

丈罐 ι確わせて椰 。重量は5黎ない

05′r(141.な ～ル鮨●々 )、 風回は,′ないし9な 02"～Z"■)とす

る。

腱』 aが日で●●●●ものを用l●る。

I― l 

“

調鐵嗜ボールは,外日●r2●●●、A●.B●.C熟 ●●.H●05
鴨コ″ある。A号は一艘日、B、 C、 D号は●●IBの い,れも,コr―ルで、H●
は―艘月の発躙渤●入ったr―ルである。

Ⅲ"ル●●●は次●とおりである。(鷹綺はけ の高さから輛 に落として

斑う)

日 餞

A■ 715■●～″St,

Btt ω5■.～瑯 t,

C● ●5t,～触 =ヽ.

D"“ が ,～QOt,
H号 71St,～ 725=●

菫 ニ

1342-1″
=′

It2つ″～136m
l'“ つ

'-1"』P
10CO″ ～110"
1412解-1な

反 発

85DF‐ 10嘔け

muP-1∞ 1"´

に OP～ 製引

"'

“

麟 ン～ 85"
w～ aloP

1.10バ  ッ ト

(a)バッ障 なめらかなPIι鬱 であり、大きはその最も大い3分のH-61

'““

P)以下、長さはω夕 (1067F)以下であること″あ要である。バ′

卜は1本のantら れるべ0である。

“

絶田 線

"'ッ
トまたは試作中のパット13、 製泊露奢″その口遣つ遭国と方法

とについて、現劇瑣隕,●承認を縛
`ま

●.プ●フェッショナル層建 (公式試

十



:筐 ,l a″国のプロー は、●●●7'ッ ト、地 師 ツトおよ
・

ttの鶴″
'

ットは、コミツ・/ヨナーの滸■″あ0まヨ聾日で0ない。

:建 21 アマチュアロ澪では 各撻菫F公口すれ颯 0●コパット、木;の薔會パフ

トおよ′竹●錢●パツト●案
"を

昭ある。た●し、m7tフ トについては、′tフ ト

内部を加工したもの動 ない。lCOld輌
:注 31 アマチュアロ議でま 金■製パツトをス0とおり鶴定する。

0 最大餞の回瞑―‐バツト●屁に饉菫瞑 67',^構とする。

0 -フ トの質■は、瞑
"'以

上とする。なら、-71フ トの■■

とは見威晟であり、ヘフト
',フ

′ (一体曖レ専により、ヘツドキヤ′′を用いて

いないものにあつては、それと中 、グリツ′エンド′ス ′リッ′テープ

をEv… は、810曖 i10C以上とす0.

。 中 ツトの修夕はヽ 発議わらグリツプ修ま●●.なたらわな

薇腐でな崚 らない。

●●.a澪らわa僣
'と

は、打撃都むらグリフ′部●

―

中

●lム :0“を饉えないことないう.

また、,い おいても、mヽの同での外饉収機率 (■H暉
"ゆは、務 を紹えないことをいう。

10●護団 
…

は、こ薇 a口中しない。

(b)カフ′バット (先璽をえぐつたパツト)

パットの発

"を

えぐるとさに13、 擁吉:%夕 (32■)以内、直径1'以上2,

(■ :書)以内で、しかもそのくばみの断面は、検法にカープしていなければを

らない。なお、こ●醸 直角にえぐつたり、昼笏●ITさせてはならない。

(c)バットの国りの部分 幅から18'“
'aり 'に

は、何らかの吻質を●●し

たり、ザラザラにして目りやすくすることは絆されるF."′ 0劇限を紹えて

まで触工したパットを賦合に使用することは麟じられる。

月     tt

合および諄公式鶴合)では使用で0ない。

1■ 0

一



'コ'              II    
具

l●●l 審判長は、

"奮
●関用した′マットな

"書

の打睾中または,撃腱了後に、

本項に適合していないことを発見しても,I者にアウトを童●したり、釘書を

試合から腋いたりする選■としてはならない。

1日゛: ′,ィ ンタール″m夕のコ理を超えて付着していた尋合には、彗割員は、自ら
0剌麟や積早チームからの

…

れ嶽 κット●交換を査じる。口慶を魃えた椰
分のメインタール″取り織●れた場合だⅨ ●書は,螢その試合でそのメットを使
jl●●ことがで0る。
バツトの使用以前

―
all●●.本瑣ほ適0していなιりtッ トによるプレイは

す

…

あり、また、そのアレイについて菫諄は昭められない。

(d)プロフェッショナ
ー

は、環剌

―

なければヽ 準檜レ ッヽトは

使用できない。

腱 11 0″コリ

…

、■aパフトの●については前に定める猥掟
=掟

う。

は 21 アマチュ7-は 、n●●機  
…

IE優ぅ。

111ユニフォーム

(a)(1)同 一チーム●各プレーヤーは、同色、回族 mtEのユニフォームを

着用し、そのユニフォームには6● (152F)以上の大0きの貿番号をつけ

なければ,らない。

(2)アングーシャツの外から見える部分は、同一チームの各ブレーヤー全員″

同じ色でなければならない。

投手以外の各プレーヤーは、アンターシャツの袖に番ヽ 文字、露拿などを

つけること″で0る。

(3)自チームの他のブレーヤーと興あ ユニフォームをなたノレーヤーは賦合

には参加で0ない。

(b)リ ークヽ 次のことを無慮する_

十



用     ll                '■ 1

(1)各チームは、常に独自のユニフォームを着なければ

'ら
ない。

(2)各チームは、ホームケーム用として自色、ロードグーム用として色勁の菫

地を用いて″つた2組のユニフォームを用黛しなければならない。

:劇 アマチユ7Brは ぁずしもホームチームのと●ヽ 自●.ピツテイングチー

ムのと書●●ツのユニフォームを彗な てもよい。

(c)(1)各 プレーヤーのユニフォームの鶴の長さは、各人によつて萬なつてい

てもよいム 各自の両類の長さは、こ越同一にしなければならない。

(2)各ブレーヤーは、その機Fホロ

“

口になつたり、切れたり、凛けたりした

ユニフォームおよびアンダー●/ャ ツをなてはならない。

(d)各ブレーヤーは、そのユニフォームの色と機なつた色のテープまたはその他

のものを、ユニフォームにつけることはで0ない。

(o)ユニフォームには、露電日r―ルをかたとつたり、連懇させるような槙織を

つけてはならない。

(f, ガラスのrタ ンやピカピカした金属を、ユニフォームにつけることはで書な

,ヽ .

(8)砒のかかとやつま先には、普遭使われている椰轟以昴0ものをつけてはなら

ない。●ヽ フシュース または陸上饉毅月シユーズに使われているスメイクに颯

似した、発のと

`つ
たス′

“

クをつけたシユーズは使用で0ない。

I測 ●′レーヤいはヨートを着で颯掟にたすきわることはでeなぃ

`た
だし、ベー

スコーチとたなとなつた毅■を饉く。

(h)ユニフォームのいかな

…

も、宣体 ム●に目する布切れまたは区案を

つけてはならない。

7



1● 2‐1■●

"
:注 1l aガ回のヵ 撼澪では、本頭を遣日しない。

臓
=21 

アマチュ7-● 、け る触

―

露う。

(1)リーグは、所属するチームのユニフォームの費中にブレーヤーの名前をつけ

るように規定することガできる。ブレーヤー●姪以外0他の名前をつける場合は、

リーグ会猥の承認をあ要とする。名前をつけることが決定した場合は、チーム合

員のユニフォームにつけなけれぼならない。

'ロ

 アマチェアロ澤でヽ 、鷹目する触

―

縫う。

1.12鶴手●皮綱ミットの重量には回国″ない。その大ききは、しめ●も、皮の′,ン

ドまたはミツトの外織につけられているふちとりも含めて外同で
"“

(9653り

以下、ミツトの力籠から下爾までは15%● ("`絆)以下でなければならない。ミ

ットの鋼鑽の部分と人さ●爾の部分との質露は、その先菫で6`● (1527)以下、

鶴個の動 分●

“

'(10"ゆ 以下でなければaらない。

鋼置と人さレ個との間にある櫛 は、面書の先爾をつをぐ部分の長さは7●

(17832)熱、先驚から親頭の叉状の椰分までの長さは6`ン以下に作る。鶴緑ひ

もで編んだものでも、皮事で機凛したoもで鋼んだものでも、または、手φひらの

部分の延長となるように反筆を0もでミットに0すつけたものでもよい●.前記の

寸法を越えてはならない。

1.13-塁手の皮霊グラブまたはミツトの重量には制限″ない。その大書きは、銀
"免饉から下場まで1,ン 13051・)●●.鋼贈の叉状の部分からミットの外織まで

コつた手のひらの瞑″8′ Oα
"ン

,以下、ミツト●菫調の3分と人さし樹の部

分との間隔は、ミットの先爾で4,(142P)い 、鋼館の叉択の部分で3%′
00′)以下でなければならない。この回腱は一定に保ち、皮以外のものを用い

たり、鳴辣a方漱で回腐を大きくしたり、伸ぼしたり広げたり、擁くすることは,

十



用

されない。

菫おと人さ●晴との回にある鋼は、その先

"わ
ら鶴個の叉状の部分まで長さ″5

`ン

(1″ッ)以下になるように作る。鶴伝ひもで編んだものでも、皮撃●機凛し

た0もで編んだものでも、または、手のひらの部分φ延長となるような皮事をtlも

でミット日略σつけたものでもよいr.前露の

'法
を日えてはならない。しかし、

綸あ0もにEMI●ものをeOつけたり、0もを廃以外のもので包んだり、または

腱
=協

くしてゎな(トラフカのようなあみ修にすることは
'さ

れない。

1.14-E●.響 らυ

“

翔昨ヨか廃ログ,プのヨ量には回国″ない。グ,メの寸語を

回るには、断測真または書尺をグラフのm口またはボールをつか0口に鶴麟させ、

外形をたとるようにする。その大0さ は、織″4本の積の各先爾がら、鷲―ルが入

る値所をEつてグラ7●下,まで´薩 (∞●̈ )以下、手のひらの銀は、人さし

償の下場の棘 い日から、各僣●下日を重つて小宿外側の機まで7%夕 (1"

・
駆 鷲 拠 と颯 ぃゎゅ融

"レ
ロフ

"敵
あ場はたは菫影り

― を取りつけてもよい。網毬タロッチをすつたりあさぐように2数の増通の皮

を重ね合わせて作つても、トンネル型の皮や長力移0成をつなじ合わせて作つても、

または皮ひもを目んだものr411つ てもよい諷 わな (卜

'ツ
カ のようなあみ形に

するために皮以外のものをな0つけたり、皮以外のもので包むことは護8taい。

おレクロッチを0つちりあさいだと書、簸 彙軟悽rぁっても0しつかえない。菫
個の都昼をつな

`合
わせて願をFtるにあたつて、それぞれをすつたりとくつつけな

ければならない。しかし、都晟をわん苗させてくばみを大きくさせてはならない。

綺Lクロッチo大●さを●に国御できるように411らなければならない。
クロッチの大●●は、そ●分離の颯lr4%'(114い 以下、深きFS´

(146F)以ヽ 下増の機″3%● (中 ヽ以下である。豫臓クロッチのLTM
どの部分にでも、0つちりと取りつけられていなければならない。皮●しめひもで

綸すつけられたものは、しつかりとつなピ合われ 伸0た りゆるんだりしたと書

一



1■ 3-l● 3                    日       具

には、工霧●状態に戻さなければならない。

116“霰手を含●F4のグ,力 の麓橙およ0構造は、1.“用掟のとおりであるエ

割に次の回瞑rある。

(a)級手周のグ,プは総ぃ日、しめひも、1磋ねぬ腱輌響 1●であること″あ雲

ヽ しか0その色は、自餞 灰色以昴0ものでなければならない。(●■位置に

国機なく、野■EPANTONPの色毬摯

“

曖よりうすい色のグラプを使用する

ことはで書ない。》

●Jけ マ
'ュ
7-● 、コヨす嶽 い う.

(b)崚゛は、そのグラプの色と興をつた色0ものを、グラフにつけることはで書
ない。

(c)黛寝毬、自らの剌綺または他の鬱莉員の助日″あれ颯 あるいは樹手チーム

の證口からの目麟に餞齊″同意すれ藤 本条(a)また0(b)項に違反しているグ

ラフを取り替えさせる。

1.16カロフェッショナルリークでは、ヘルメットの使用について、次のような菫剌

を録用しなければならない。

(a)プレーヤー

“

、打●賞蜀申およ― としてEに出ていると0は、あず層建

月ヘルメットを卜ヽ らなければならない。

(b)マイナーリーグのプレーヤーは、IT●に霞して興■フラッ́ ヘルメットを肴

用しなけれ0ならない。

(c)メツャーリー´のプレーヤーは、FTFフラフ′ヘルメット (ブレーヤー″田

耳フラップヘルメットを選んでもよい)を着用レなければならない。

:回 アマチュア苺諄では、コロする拉露 協会●規定に従う。

-1叶



(d)鶴手″,■についているとすは、鶴手の腐菫層のヘルメットをな用しなけれ

ばならない。

(e)ペースコーチは、コーテスボックスにいるときには、panのヘルメットを

着用しなければならない。

(1)バットボーイ、ポール薫―イまた¨ フ`トガール、ボールガールは、その仕

事にたずさわつているときは、勁倒鳴の回耳フラップヘルメットを肴用しなけれ

ばならない。

117ベース、殺澤蜃、ボール、パフト、ユニフオーム、ミツト、グラス ヘルメッ

トその他本親劇●各条項に爾定された競数月員にlt、 それら●製轟のための不適当

,つ過慶な歯粛

"宣

伝″含まれていてはならない。

製造案書によって、これらの周員にし8される薫E、 日氣 腐擦、E号麟字およ

び用員の関島名などは、その大●さおよび内容において工当とされる籠目のもので

なければならない。

本棗は、プロフエツ・/ョナルリーグだけに適用される。

101 製造案奢r、 プロフェッ・/ヨ ナルリーク用の鶴敬月員に、きわだつた新

しい変買を全国すると書には、その製遺に発立ちプロ饉澪環厠塗員会にその変

更を優示して同意●求めなければならない。

腱ヽ 1: 
―

には、椰場雪贈

““

贅ヽ

は 21 口適菫書 l― ●
… '動

吻 軽 いず切 睡 にも一

0つけではならない。

験
=3】

0 ′
'ソ

い の機印などの内容およ●IIイ ズ

'と
は後工のロコ内にとと

めなければならない。

パツト

ー

はヽ パツトモデルと、パット●畠を、E●.材雹のみを表示,
るものとし、マータ棗轍 0ない。

●     ■

ll―



i t7            "   具

これらの螢示は、′ウ トの長さに薔つて、量5,囁 鶴,口野 の颯国内にお

さめ、
―

oさ はヽ Ft7tta2● 以ヽ 構2■以下でなければならなtl.

痙りに驚い椰分には、国遺彙ヨま

―

合む蘭凛を,示するもの
とし、これらの表示は、パットの長さに沿つて、鑽 以下,緻 l¨●以下の籠綺
内におきめなければaらない。

mと
・

すべて′ヽットの同一回鯵 しなけれ唸 らない。

0 ユニフォーム (07.ス トゥキングを詢 、ベルト、ソフクス、アングーシャ
ツ、ウインドブレイカー、ジャン′1-、

～
レメット̈ のぃかなるめ にも蘭コ

などの,示をすることはで●ない。

0 ミットきたはな 表示するEIHは、な片または劇ヨによるものとし、これを

自示する値所は爾0あ いは臀■にEい椰

^ま
たは颯置のつけ晨●部分のうちの

いずれが1カ所に限定し、その大0きは韓4●以下、構7●以下でなければならな
ιヽ.

マーク颯を制十または剌●によって褻示する鶴合 (エナメルによう褒ネは躊められ

ない)凛、蒻僣のつけ機 違ヽい●所に瞑定し、その大書きは、鑽 、鑽 以

下でなければaらない。

■■ログラオ 蘭鑽および●―ク風をヽ 片または劇ヨによって壺示する臨 その

0は ,■,吻旧鍼

“

格 み すべて自●また

―

でなければさらな0●.`た
だし、日

―

に口め●●●は、この瞑りではない。,
墨名、晨番、マーク爾などをスタンプヽ よって観示する場合0日は、昼色または鶯

印の自然さでなければならない。

0 學●および,ス ト′tン ドに冑菫などを螢示する場合は、 1カ所に限定し、その大
●きは、M呼方ツ以下でなければならない。

0 '■の日具以外の月月のコマー●/ャ リt ションについては、飼剌117の饉日
に従い、野ヽ風肛粛艶ヽいそα鶏

“

その遭査樹 る。

:奎 41 本条は、アマチュアロ導でも却ヨすることとし、所属する●●.中
に使う。

:111～ 11"識ヨ 鬱割長は各■に対する瀬厠違長を認めた場合には、これを員工す
るように饉じる。鬱割員の樹断で、適富な時回″たつても長工されない場合には、
迪
=書

を賦合わら餞くこと″で0る。

-1^



2    ●

2∞ 本規則における用語の定義
(各文末尾●薇字は関係条文を示す)

am ADmGEDIア ジャッジドJ――鬱割員ム その判rtに毬づぃて下す曖定

である。

202 APPBAL Iア ピー冽 ――や0側チーム●.攻

“

側チームの規則に反した行

為を指綺して、審判員に対してアウトを主褻し、その承認を求める●為である。

203 DttK「

“

―ク」―一目上に定書′いると0の、ゆ 反副行為である。その

場合には、― に各1個の遣目を籠す。(ao5)

204 BALL rlr―ル」――ストライクソーンを置適しなかつた故ふ または地面に

触れた脚磨ヽ いずれも打奮が,たなかつたものである。

回  
―

に触れた嶽 ストワイクゾーンを通番しても、r―ルであり、こ

のパウンドした投摯Fr奮
“

餞れた場合は、電瘤つmtr● に Eを与える。ま

た、●奮″これを,つr7t,に贅たった場合は 、インフライトの投難を

'つ

た

とoとntに競ぅ。ただし、2ス ト
'イ

ク螢打書F打つたわ
'フ

トに音たらなかつ

たとota、 鑽 そφままつかんでも 棘ヽヽ したものとはみなされない。(603c、

ゆ b)

錮 抑

2“ BASE「ペース」(菫)一■し書″0点するために、触れなければならない四

つの地点●―●である。通常その地点を表示するために、キヤン′
'ス

パツグとゴム

0平構,■いられる。

畑 BAW COACII「ベースコーチJ― E.または三晨のコーテスポツタス

内に位置して、IIEまたは走省を鑽国する、ユニフオームを肴用したチームの一員

-1←
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をいう。

“

申
")

定     螢

2"BAW ON● ALLS「ペースオンポールスJ(四簿)―一打書″打0中にIF

―ル4個を得て、一屋へ迪ここと″密される織定である。ma)

2“ BAl■ム レ ッヽター」(打奢)一―パッタースボックスに入つて政コするプレ
ーヤーである。

200Lヽ 11本―RuMttR 171ッ ターランナー」(“督た奮)― を終わつた

Fer7ウ トになるまでが、または定書とをったことにヽ するアレイntrするま

での同雄 す瘤鶴である。

210 mTttRs BoX r7く ツタース●′クスJ→ 督F打撃に臓して立つぺ●

場所である。

21l BATTERYレマッテリー」――設手と鶴手とをあわせて呼ぶときに日いる。

212 BBNCH or DuCOuT「 ベンチ」または ,タッグアウト」― ユニフォー

ム構 たアレーヤー、控えのカ ーヤー、その他チーム●メン′‐ ― に鐵載に

たずきわってぃないと彗に、入っていなければならない菫畿である。(10ま 317.

40

213 BllNT,髯ント1-―ツ|ッ トをスイングしないで、内野をゆるく颯″るよう
に動 にミートした

…

る。

214Q硼
"D CAMerコ

ールドグ_ム」――とのような理由にせよ、織書r,
ち匈りを命した賦合である。に 10,

‐ ‐
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215 CATCII「 キヤッチJ lat)――野手ム ィンフライトの感 投球または

透議を、手または″ フでしつなりと受け止め、かつそれを確実につかtl行為であ

って、颯子、プロテクター、あるいはユニフオームのぶケツトまたは他の部分で受

け止めた場合は、鶴摯とはならない。

また、7r―ルに触れると同嗽 あるいはそのEaに、他のブレーヤーや蜃と椰肉

したり、倒れた路恭 践難した場合は・

「

.ではない。

目手″飛理に触れ、その

“

―ル

"凛
撃側チームのメン′‐ または審判員に当たっ

た後に、いずれの野゛″これを娘らえても・ M.と はならない。

臓手rF―ルを受け止めたな これに競く邊織動確に移つてから

"―

ルを落とし

た場合は、ヽ鋼ヽ と判定される。

要するに、回手″

`―

ルを,に した後、IF―ルを確実につかみ、かつ意腱してボ

ールを手放したこと

'明
らがであれ颯 これを格とした場合でも ヽ麟鉢 と劇難

れる.

:原筐1 ●●FIIII―ルを鼈面に麟れる前●●らえれ颯 工菫の構球となる。その風

ジャッリヽ したり、あるいは撻の野

'に

触れること″あつてもきしつわえない。

餞 は コ

"層
癬躙開向Ⅲ脚帥レ ●・ ■●●れてきυウわえない。

野争はフェンス、■すり、ロープをと グラウンドと― と●境界苺を鶴えた上

外 身体を

“

ばして加澪を機らえること絨

"薔

れる。また野争は、■すりの頭上

やファウルグ,ウ ンドにⅢ でヽあるキヤンバス●上に飛
`彙

つて鶯織を趙らえるこ

とも菫され●。しかし臀書 、フエンス、●●り、ロープ2とを越えた上虫やスタ

ンドヽ 身体を苺ばして籠摯を鶴らえようとすることふ な腐を摯知で

'な
うブレ

イだから、たとえ颯書ヽその機球を●17ら れても、饉富φ場整

"綺
IE対 してはなん

ら颯厠上の働力じ発生しない。

グフ′アウトの織で責摯を機らえようとする駆 中へ落ち込まないように、中

にいる′レーヤー (いずれのテームかを国わない)によつて負ヽ ●支えられな″ら

機摯し続 工嗣
・

鶴

"と
をう。

-1‐



2t―            彙   凛

鰐Ц 機

'ス
身につけているマスタ、プロ,クターなどに麟れてからは●8つたフ

ライ

“

―ルをな国に取り薔ときずに鶴らえれ颯 工菫o粕鋼ヽ となる (フアウル
チップヽ ついて

― aEl.ただし、■または フヽト以外●もら たとえばプロ,
クター●るいはマスクを用いて口らえたものは 正襲●鶴臨とはならない。

210 CATCHER Itャ ッチャーJ IE●)―‐本露の後方に位置する冒手である。

217 CATCllER・S BOXlキャッチャースポックス」

…

るまヽ

撻゛″位置すべさ場所である。

210 CLuB rク ラ7J――プレイングフィールドとこれに付属する地餃●jH8して

チームを形成し、かつリータに所属するチームであると裏朝することにttHて
る人、または人 の々団体である。

210 COACH「コーチ1-―コーチはチームのユニフォームを●jHした―員であ
つてベースコーチゅ るだけでなく、腱督●鑽示する●調を環たすために、菫書
によって選動 た人である。

'm DEAD BALL「アッド

“

―冽 ――鷲回によって、プレイ
`一

時停止された
ために、プレイからはずされたI●―ルをいう。609)

2a DE「ENSE or DWBNSM Fディフェンスまたはディフェン●7ィ 7j(守
●鋤 ――鶴技場内における0●ロチームまたはそのプレーヤーをいう。

'"DCluBLB―
HEADER「グブルヘッター」  alkt,で行をう2腱合をいい、

この2鶴合はあらかしめ日種にこまれた場合もあり、日程をり上して鋼みスれられ
る場合もある。に13)

‐ ←
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'"DOuBLE PLAY『
ダブルブレイJ(併級)――■H副層ブレーヤー・― した

動作ヽ 2人の攻撃側ブレーヤーをアツトアウトにするプレイである
"、

この■つ

のプットアウトの面に央策″介なしたものはダブルプレイとみなされない。

(1011)

(a)フォースタブルプレイは、フオースアウト●連腱によるダブルプレイである。

(b)リ バースフオースタブルブレイは、その第1アウト″フオースプレイで

'な
われ、第2アウトrフ ォースァゥトされるはF― に対してヽ なわれたダブル

プレイである.

例-1アウト‐ ―E、 ●●・F―E●にゴロを,ち、打球をつかんだ一昌手
"

日に触れ (2アウト)、 餞いて二菫手また

…

透球して定書をアウト (タ

ッグプレイ)に した臨

桝-0アウト製醸 打奮″三塁手にゴロを打ち、打摯をつかんだ
=風

手″三日に

●● (1アウト)、 競いてBttIEMして三塁走奮をアウト (タ ツグプレイ)に

した臨

224 DuCOuT,タッグアウト」―  『ベンチ」の定燿診瀬鮎

'盤
PAIR BALL rフ エアボールJ――

“

奮″工景に

'つ

なI「―ルで、次に餃当

するものをいう。(獅節菫倒Ю

(a)本菫‐屋憫、または本墨三塁回のフエア地期内に止まつたもの。

(b)―Eまた諄=Bを、バウンドしな″ら外野の方へ越えて行く場合に、フエア

地滅に口れな″ら適遣するか、またはその■力菫面を襴襦したもの。

(c)―屋、二重また0三日に麟れたもの。

(d)最初磁 ちた地点″―E二菫および二塁二量を綸お鑢上であつたが、あるい

はその線を越えた外野の方のフエア地域内であつたもの。

(e, フェア地餞

"ま

たはその上方●面で、磨割員またはプレーヤー0身体に触れ

―-17-―



螢

たもの。

(1)イ ンフライトの状館でブレイングフィールドを越えて,く 場合に、フェア地

域の
―

を理 したもの。

101 フェア触 は、ボールとファウルライン (フ ァウルr―ルを含む)との、

相互●位置によって判定しなけれ越ならない。聟手rF―ルに餞れたときに、

フェア地域にいたが、ファゥル地鐵にいたがによって判定してはならない。

:ぼ゛1 警詢ス 曇匈―日本彗口または三日本晨国の

^,に
薔らても、一日または三

目を重遇する前に、プレーヤーまたは●莉員に離れないで、ファウル地域へ颯じ■
つた場合は、ファゥル●―ルである。飛類″ファウル地蟷で■きる,、 ファウル地
域でブレーヤーに麟れヽ 場合も、ファウル●―ルである。
贅摯″=員また

―
スに当たるな あるいは、一彗また0●B独 た外F

のフエア地域に薔られ

`そ
の螢ファウル地域にメウンドして●た場合でも、フェ

アr―ルである。

…

フエアヽ フアウルを
=日

に
―

るように、フアウルr―ルのフェン
スより上に出ている鶴分に、フェア地域に向がって,コを,り IIして取りつけるこ
と麹 ましい。

ntt mFll国以外のもり、たとえ
…

たバツトヽ鶴事′は,したマスタ
をとヽ 、フェァ地餞で触れたと0は、|●―ルインフレイである。

脇u r摯″三菫についてぃる掟奮IE麟れてから、フェア地域に反●した●●は、い
かに劇定す●eれ また、こtF7アウル地増に反彗した●●はどうれ

階 : r―ルF定書と議理した位置によって、フェアわファウルかを剌定すぺ0もの
であり、フェァ綺餞で離れたと●綸、フェァ

“

―ルとなる。した″って、僣各崚フ
エア

…
触れたとぃう週■でアウトにな0.1708,●層)

'"FAIR TERRITORY「フェアテリトリ」(フ ェア地域)一 から E、
本日からニヨ,誼って、それぞれ鶴故覇●フェンスの下離まで,!いた直線と、その

-18-



各線に盤Hな上方壺質との内側φ部分をおす。

合される。

―

各ファウルラインは、フエア地球に

2″
'コ

エ颯R「フイールター」(僣手)――●担側のブレーヤーをいう。

'"剤 匡肛】rS CHolcE「 フイールタースチコイス」(野争選択)――フエア

ゴロを扱つた贅手
"=日

で

'奮
定書をアウトにする代わりに 先ヽ行建書をアウトに

しようと他の勢 する●為をいう。また、(3)安●した

'奮'、

発●建奮を

アウトにしようとする野手の他のロヘ0お露を剌して、1個またはそれ以上●目を

豪分にもつた場合や、(b)あるた●″、盗彗や癸策にようないで、他のた奮をア

ウトにしようとする責呻φ他の2への透理を利して遣Eした場合や,(C)`コを

企てた走奮r守償側チーム″鱚腐心のためになんら守儘行為を示さない面に遣菫し

た場合などにも (10"8)ヽ これら●打奮定書きたは痣奮のB塁を露録上の日目

として齋手選択による遣菫という。

'"●
I BAL「フライぶ―

" (薇
球)― ●Eく猥

"打
建をいう。

ウm FORCE PLAY「フオースプレイ」――

"含`建
書となつたために、日上の

た奮ム 鶴画によつて、その日の― を失つたことが原因となつてこじるプレイ

である。(708e,

101 次の原注●識べられているフ●―スプレイによるアウト、すなわちフオースア

ウトC羹力 と贅点との口饉

“

、409に鴨示されている。

Ⅷで

`::鰐
確1::憲F'争]1'晨麟

=:1::[「
貿

とである。

傷―-1アウトna."奮―日に螢いゴロをはつた″、 ●●・Fこれを上めてただ

0定

-1"



劉 ～″         黛   曖

ちに量に餞れ ,書をアウトにすれ藍 フォースの状適でなくなるから、二塁に向

かつてたつている●書は饉摯されをければアウトにはならない。した″って、―E
走看

`こ
彗で螢織アウトになる前に、二塁、三日にいた建奮F本目を腱んだ場合に

は、この苺菫は日められる。しかし、これに反して、ヨロを止めた―日,がたたち
に二日に送難して一日走者をフォースアウトにした後、さらに一日へのコ導でtr0
もアウトにして3アウトとなった●●には、基 三日の建奮″本量を腱んでいて

もや点とは口めらtaい。

例=―封理でない臨 1ァゥト定書―・三塁のとe、 工書晦 飛摯を,って

アウトになり、2アウトとなった。三塁に触れていた定書は、輸織をえて本星を踏
んれ し●し、一目のた者は、敏摯当時菫重していたので難亀しようとしたF.外
野手からの返議で―日でアゥトになり、3アウトとなつた。この場合は、フォース

アウトではないから、―E2の アウトより前に、三ヨ建雪,本日に麟れたと,コ
員″

“

めれlr.その得責はこ苺される.

231 PORPEI ED cAME fフ ォーフィッテッドゲームJ(澄収餞合)一―規則
逮反のために、澪審r試合終了を宣0して、9対 oで遇癸のないチームに勝ちを与
える餞合である。に 15)

'1秒
FOUL ユ譴工 rフ ァウルボール」――,奮

`正
規に,ったボールで、次に賊

当するものをいう。(奮環国参照)

(a)本屋一目面または本昌三塁回のフアウル地域内に止まったもの。

(b)‐凰または三量を、バウンドしな

"ら
外聟の方へ越えて行く場合に、ファウ

ル地域に触れな″ら情格するか、あるいはファウル地域■φ菫間を通遺したもの。
(c)―昌畿 せ=目を越えたファゥル地域力に、最初に盗下したもの。
(d)ファウル地域力またはその上方菫面で、審判員またはプレーヤーの筐は あ
るいは、地面以外のものに麟れたもの.

21E
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密

l●El フアウル飛澪撻、ポールとフアウルライン (フ アウルr―ルを含む)と

の、颯五の位置によつて莉定しなけれlraらない。口手″ボールに触れたとき

に、フェア地錢にいた
'、

フアウル地域にいたかによつて鞭 してはならない。

:露薇1 ●●●●tal颯博ム 螢事鶴に当たり、リバウンドして本凰―屋画または

―
のフアウル地却

=出
て工まつた場合ヽ Rフ アウル

"―
ルである。

【餞11 椰黎功掘0する′マットは、″澪 17マントを合●l″フアウ̈ たと

0は (もちうt― aく )、 ファウル

`―

ルである。

また、I― つたり、7tン トしたボール″反颯して、き炒
'ッ

タース

“

ツクス内

tEいる7●●身体およ′その

"や
する●ツトに餞れたと0も、■澪れКツトまたは

,体セ螢麟しH蹴置に口輌をく、フアウルr―ルである.

:221 -も の、すなわらバッタネットやフエンスは ちヽらん、,書

″繊てたκフト、撻●″崚ずしたマスク、地上に置いてある審囀員●颯う0などに、

ファウル綺鶴‐
'つ

たん硼

“
"颯

その螢颯してフエ7-に 上奎ってもフアウ

ルr―ルである。

'm POuL "圏Rr囃   「ファゥル
'ツ

トリ」(フアウル地ω ―一本日から一

E.ホ菫から=目を通つて、麟載鶏●フエンスの下饉まで引いた直線と、その線に

饉直を上方奎棗と州 の部分を調す。(各フアウルラインはフアクル崎総に含ま

薇 11)

2“ FOuL TIP'ファウルチフカ ーー打書●lrつ たボール″、屁くパツトから

直接麟手の手に飛ん●.工颯に鶴導されたものr.撻鐵されをかつたものはフアウ

ルチ,′とならない。ファウルチップヽ ストライクであり、IIt―ルインプレイであ

る。前■のm●・ 最初に撻事0事また●ミツトに触れておれ藤 はね返つたもの

でも、鶴手″地面に触れる前に鶴らえれ藤 フアウルチップとなる。(605b)

崚定

‐ ‐
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:劉 チップしたボールム 機學の事または ッヽト以外●鳳員や身体に燿初に麟れて
からはね颯ったものは、たとえ餞事″地面II麟れ0前にコらえても、工鶴の構難で
はないから、ファウルIF―ルとな●.

'n“
GROuND BALL「グ,ウンドポー,カ ーー地面を転″るか、または地面に

低くバウンドしていく碑 をいう。

'敏 動  TEAM iホームチーム」――あるチーム″自分φ球場で試合を行な

う場合、相手チームに対して、そのチームをおして呼,術饉である。日合,■立の

露場で,なわれる場合には、ホームチームは日互の協定によって僣定される。

腱鶴 Ⅲ―ムチームの■事チームをピ
"ィ

ングチームまたは′ツターと曖エ

2"I11●CAL or ILLECALLY「イリーガルまたはイリガリー]―一本調測に

反することをいう。

'蝕
工
"0肛

PITCH rイ リーガルビッチ」(反何崚摯)―― (1,投■ム 投

手蜃に触れないで投げた●着へっ幅   (2)クィックリターンピッチ、をいう。

eFaに いるときに反戴投譲をすれ颯 ボークとなる。

腱口 ,争崚Юl(a,および(b"館掟き薇 -0な 濾員して機澪した場合も、
凛劇麟

"老
なる。

,m Illl■ELDER「インフィールター」(肉聟手)――内野に●●●IEを とる野手
をいう。

240 11tPIBID PLY rイ ンフイールドフライ」―-0アウトまたは1アウトヽ

薇定

―



●2

eF― ・
=ユ

ー ニ・ =量にあるとき、■書,■つた用澪 (ライナーおよψ t

ントを企てて■澪となったものを瞼く)で、内野手″普通の守償行為をすれ颯 鶴

博できるものをいう。この場合、級●、鶴手および外野手″、内野で前口の飛球に

対して●●したと0は、内野争と同様に扱う。

審判員は、打球″切らかにインフイールドフライになると瓢断した場合には、た

奮″次の行動を容場にとれるように、ただちに°インフイールドフライ。を宣●し

なければならない。また、打壽
"ベ

ースライン0近くに■Fつた場合には イ`ンフ

ィールドフライ・イフ・フェア.を食合する。

インフイールドフライ・‐ ●されてもF―ルインプレイであるから、定書は麟菫

しても遭菫してもよいガ、その飛球が鶴らえられれ嶼 リタフア●●8″奎し、こ

れを暴たきなかつた場合には、普通のフライの場合と同様、アウトにされる●それ

″ある。

たとえ、雪莉員の■●″あっても、

'電"フ
アウルF―ルとなれ嶼 インフイー

ルドフライとはならない。

l●●1 インフイールドフライと官●された打球二 最初に 輌吻にも●ltない

で,内野に略うても、フアウルItt―ルとなれ嶼 インフイールドフライとはな

らない。また、この,瑠″、■初に (何物にも触れないで)ベースライン●外

へ落ちても、餞局フェアF―ルとなれ颯 インフイールドフライとなる。

:ロロロ ●莉員はインフィールドフライの撻コを適用するにあたつて、い

の0■,aをすれ
―

むる●どう●e薔,とすκOであつて、たとえは 2菫

やベース,イ ンなど,層事に境■●として国定すべ0ではない。たとえ、飛澪′外

壼手によつて処理されても、それは内,手によつて●凛に機摯される●すだつたと

,剌員
`剌

置すれ嗅 インフィールドフライと

'べ
けである。インフイールドフラ

イはアピールプレイであると

'え
られるような菫菫はどこにもない。鬱莉員の莉断

″すκて●発し、その決定0ただちに下さわなければならない。

インフィールドフライr童査されたと0、 痣奮は彙腱を8知で濾塁してもよい。イ
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ンフィールドフライと菫書された■露を内■■
―

したと。はヽ 60S(1)の
風定にもかかわら,7tr ルイン′レイである。インフィールドフライの規則″螢発
する。

`イ

ンフィールドフライガ童●されたと合に●g_し た臨 瘤 フェア,
ファウルが,電定するまでは―ルインプレイ●髯銀は餞く。,電″フェアになれ颯

"手
の●●を

“

書した定書と、●97ウ トになる。IIeFフ ァゥルになれま ,
手のヽヽ を鯰書したた者だけ″アウトとなり、そ樺 されたとしても、,
各は打ち直しとなる。〕

腱」 インフィールドフライは、

…
●してヽ コめて効力を発する.

24 1N mm  「インフライトJ― |・ 1断R投錢″、地面があるいは野

手以外つものにまだ麟れていなι状 態を指す。

242 1N JEOPARDY fイ ンジェ′S―ディ」  nt―ルインプレイのと0、 攻撃側

ブレーヤーガアウトにされる●それのある状態を示す術目である。

¨ INllINO rイニン列  (回)  ●チーム″攻,と守働とを交
=に

行なう、日

合の一区分である。この間、各チームは守壼●霞、それRヽ3償のブットアウトを

基たす。各チームは1イニングの半分ずつをその政Fにあてる。

1注: 詢則すでは、ビツティングチーム (先攻′―ム)の政澤する関を表といい、ふ
―ムチーム 0■チーム)の攻申する国を書という。

あ

“

I― RPERBNCE「 インターフェアランスJ(妨書)

(a)攻日質の動書=―政澤回ブレーヤーrブレイしようとしている聟手を妨げた

り、さえきったり、はばんだり、猥■させる●為である。

審判員が打者、打書走看またはた奮に鯰書によるアウトを童●した場合には、

-2-
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他のすべて― は、籍書碗饉の麟面にすでに占有していたと書割員が判証する

凰まで戻らなければならない。ただし,本榎劇で痢に颯定した場合を餞く。

fぼさ1 ●●eF― Eに回違しないうちに

'書
″籠生したと0広

'^て
のた奮

“い
"古

有していたユヽ 良らなければならない。

`た

だし、0アウト菫たは1アウトのと●、本日でのブレイで掟奮
`碍

菫した後、

●各危書″スリーフフトレーンの外を壼つてや機,■でアウト″宣● れヽても、そ

の地書はそのままセーフ″認められて、優点は目苺される。》

細

・

国

な

回 ●鵡

"は
、フレイ″介なした螢疇 した獨at嗅国講し

(b)●劇期の

“

書―一餃翠211と うとする●奮を鯰げたり、しゃまをする野手●

行為をいう。

(c)審判員●鯰害―― (1)●目をELしようとしたり、目■の建奮をアウトに

しようとする

―

を、博窪Fじやましたり、はぼんだり、妨げた場合、

(2)●露″、口,鱒 を職く)を通過する前に、フエア地類で観判員に触れ

た場合に鶴こる。

I「al tr●
― nlに颯 い 0●にヽ

(d)鶴象●鯰害――饉衆″スタンドから嬌り出したり、または錢技場内に入つて、

(1)イ ンプレイのポールに触れた臨   (2)イ ンプレイのF―ルを守償しよう

としている魔手に触れたり、じゃまをした場合に●こう。

245口υS●Erリ ー列 ――あらかしめ●まれたスタ

'ユ

ールによつて、

"属
リ

ーグの選手橿R合を本調画に従つて行をうチームを保有するクラブ●第まりである。

=る一
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246 tttCUE PItSIDENT「リーグブレジアントJ(リ ータ会長)――リーグ

会長は本規則の詢爾り責任宥であり、本規厠に違反したブレーヤー、コーチ、B督
または審判員に劇織金または出場停上をヽ したり、環劇に関連する鯰争を解決し、

また餞臓露賦合の機定を行なうものとする。

鮨注】メジャーリークでは、本菫回のリー́ 全員の職翡はコミッシヨナーのコ名し
た者によって鶴,される。

:注1 2″日のプロ野球では、本粛厠のリー知 職爾はコミッ●73・2-0凛名し
たなによって菫

"さ

れる。

″ LECAL or LBCA‖ Yrリ ーガルまたはリーガリー」―一本規回に,拠し

たことをいう。

劉 LIVE BALL「 ライブボー冽 ――ィンプレイのボールをいう。

249 1NE DRIVE rラ インドライ列  (ライナー)――釘者のパットから饉く、

― に、地面に触れないで鸞んだ打球である。

つEn MANACm rマネージャーJ(盤■)――プレイングラィールトにおける自
己のチーム●●動にteを持ち、デームを代表して審判員ならびに相手チームと協

饉するように、クラフから積定された人である。ブレーヤーガ監督に績定されるこ

とも籠される。

(a)クラブ0試今回珀予

―

前までに、リーグ会長、または当餃試¨

機 に対して鯖 を載 しをければならない。

(b)菫督は、ブレーヤーまた総コーテ●リー´の規衡に彗づく特別を任密を任せ

たことを、苺簿に通會すること″で●る。

26
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動 診 れば本野摯鍵則は、この調洛された― を公式のものとして●

める。

蜃●は自チーム●行動、聟蒋調画0恵守、構割員への■従に関しては、全■●

をわ 。

(c, 菫督
`餞

螢鶏を饉れるときは、プレーヤー、またはコーチを自己の代調書と

して鑽定しなければならない。このような

一

としてのa口、鶴

利、●●を持つ。もし整督
`鶴

散場を口れるまでに、自己の代理奮を置定しなか

つたり、これを館0した場合には、露書
"チ

ームの一員を監督の代理者として網

む る。

261 0BSTRUmON『 オブスト,クンロン」(趨口腱動 ――露゛
"ぶ

―ルをお

たないと0が、あるいはボールを処理する横 をしていないときに、ゆ 定aを

妨げる●おである。こ

“

a.b)

回  本瘍ていう警 Fr―ルを処理する●aを してぃる。とは、●●Fま さに

理 を鶴ろうとしている●

…

に向●つて。ており、し
'も

十,近く

に書ていて、苺■″これを受lllLめるにおきわしι地口を占めなければならなくな

つた,国をいう。これは―に書莉員の剌国に3●くものである.野争″ボールを処

理しようとして癸漱した螢は、もはやボールをた理している17●とはみか れない。

たとえ颯 17●

"tr口

を鑢ろうとしてと

'つ
いた鞭

・
なかつた。″―ルは遮

り遺ピていつたのにも力
"わ

ら,グ,ウ ンドに構た0つたままでいたので、た

'の定3を露らせたような場気 その

'■
餞滝塁鮨害をしたことになる。

'員'OΠ
ttNE rォフェンスJ(攻撃側)一―攻0申のチーム、またはそのプレー

ヤーをいう。

'm OmCIAL SCORER「オフィンヤルスコアラーJ(公式露鑢員)一-10m

図 .

27
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2“ ORDNARY EFFORT rオーアィナリーエフォートJ(書通の守■,為 )

― ●●グラウンド●状態を有菫に入拡 あるプレイに対して、各リーグの各守
償位置で平均釣機量をおつ聟手の行なう守億行さをいう。

'日
01 この日目は、爛回ら

“

●13●E録に口する現瑯でヽ ●た0日いられる、個々
●●●に対する書薔ヽ書●である。日1綸えれ颯 ある時議 、その風手自身0最
書のアレイを,をったとしても、そのリーわ 同一●僣位置の目学の,均

"菫

■に

国らして劣ったものであれ颯 饉苺員はその苺事に矢驚を目録す0.

2“ 0●T「アウト]――守億側チームr攻撃側となるために、/」●チームを重け

るのにあ要なこつのプットアウトのぅち●一つである。

260 0u rmELDER「 アウトフィールター」(外野手)――餞載場の内で、本日か

ら最も違い、いわゅる外野に守愴位置をとる爾手である。

″ OVERSLIDE or OVBRSLIDINC,オ ー′
'―

スライドまたはオーパースラ

イアイン列 ―‐攻撃側ブレーヤー誅 鸞り込み0会
'の

ために目から離れて、ア

ウトにされるおそれのある状書におわれる,為をいう。本凰から一昼にEむ場合に

は、ただちに饉ることを条件として、爾りい た0に重を離れることは籠
されている。

'触 ロバh口,rペナルティ」――反則,為に対してEIHされる鶴劇をいう。

'日
O PERSON of p●per or u暉い fパースン・ オブ・ プレーヤー・ オ

ア・アンパイヤー」(ブレーヤーまたは書判員の期詢 ――その夏颯 着表および

身につけているものをいう。

0

28
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260 PITCH「ピツチ」(隣露)――投手″汀奮に対して投げた●―ルをいう。

caol)

:目 1゙ ある′レーヤーから他●ブレーヤーに藩られる7●―ル囁 すべて潜議である。

261 PrrcllBR rピ ッチャーJ(餃手)――●者に投澪するように耐定された,手

をいう。(801)

2"Π は壼自お PIVOT F∞Trピツチャース・ ピjltツ トフット,(役手の敏

足)――骰浄

"毅
濾0臥 菫

`馘
に鐵れている足をいう。(aol)

●餃 句エムL,ブレイJ――■調饉輌賦含をRraすると0、 およ●r―ルアッド●状

態から麟
=を

再関するとすに用いる命令をいう.

att QucK R3ruRN PItch rク ィックリターンピッ刻 ――

"有
の戯をつく

ことを意画した鐵 をいう。これは反厠投球である。

'眩 RECuLATION CAMB Iレ ギュレーシヨングーム10"u解ぃ ―-410

およυ4112開

“

が RrOuCH iリタッチJ――И瞑早A鶴刹によつて、饉毬しなければならな

い8Pヽける額 をいう。

1日 ・リタフチ.には、
―

らえられたとOC●●していた,節颯 遭塁のコ貞

となつた日に帰昼する●ると、■諄
`π

たれたと0日にタッチしていて、苺手
`鴻熱したのを見て次昼ヘスタートする●ヽ の二つ

'あ
る。

““

d、 ■108錮

29
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267 RUll or SCORE「 ランまたはスコアJ(得ω ――攻劇回のプレーヤーガ

,書から灌奮となつて、―E、 二菫、営日 拗 順序で各目に餞れた場合に、与

えられる額 をいう。に092

,m Rull― DOWN「ランダウン1(狭摯)――菫員で走書をアウトにしようとす

るい をいう。

2∞ RUllNER「 ランナー1(定書)――目に向かって遣んだり、餞れたり、戻つ

たりする攻馴期ブレーヤーをいう。

270～知口ら「セーフJ――掟奮にそ●縛ようとしていた目を占有する機利を与え

る、寝割月の意書をいう。

271 SI POSmoNrセ ツトボッション」――二つの工氣

―

うちの
一つである。

22 SQUEEZE PLAY「 スクイズプレイ」一 三塁に掟贈

“

れ,る臨 バントに

よつて建書を0童させようとするチームブレイを自す饉目である。

273団曖
"●

「ストライク」―一次のような、餃手の正菫なm● .審判員によっ

て °ストライク。と鮪 されたものをいう。

(a)"奮ガ打つた 171ン トの齢 も合む)2へ

“

摯熊p,ッ トに当たらなかつたも

の 。

(b)2-た なかつた崚澪のうち、ポールの一部分″ストライクゾーンのとの

部分でもインフライト●状饉で通遣したもの。

(C)0ス トライクまたは,ス トライクのと0、 ●奮
"フ

アウルしたもの。

(d)バントして、ファウルに―ルとなつたもの。

3th
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腱譴 書適のフアウルは、2ス トライクの螢はストライクとしてЙえられない●.′|

ントのフアウルに瞑つて、ポールカウンに は図機なく常にストライクとして菫え

られるから、2ス トライタ後にバントしたもの″フアウル

“

―ルとなれ颯 fr●は

三猥となる。ただし、バント
'フ

ライとして饉らえられた場合は、フライアウトと

なる。

(e, 打奮″,つた くバントした場合も合わ ●.投理げバツトに図崚れないで呵

書の書体またはななに麟れたもの。

(f)′マウンドしない崚薄

“

ストライクゾーン●●●に醸 もの。

(8)フアウルチップヽ なったもの。

274 STRIKB Z〕erス トライクゾーン」――■者の肩の上部とユニフォーム

のズボンの■3との中国点にヨ:いた水平の,イ ンを■風とし、ひぜ属φ下部のライ

ンを下苺とする●all●空画をいう。

このストライクゾーンは,奢″投澪を打つため●棗
"で

決定されるべ0である。

1注1 崚織を向 着r、 いっもと萬なった●●壼コをとつてスト,イ タゾーンを71S

きく見せるためにか″んだりしても,球書麟 これを饉彗してその

'書

ガ織簿をtr

つた0●姿

"に

従つて、ストライクゾーンを決定する。

2お SJttm嘔淀D CAn,サ スベンデツトグームJ(―博●止鶴0-―
'日

、

その餞きをヽ なうことにして,―博停止された掟資をいう。(412)

2お TAC「タッ列 僣颯D――■臨目A●またはグ,フに観実にポールを優やレ

て、その攣 目に触れる●る、あるいは餞実に保0したF―ルを定書に麟れるが、

手またはグラフに鶴実にボールを傑持して、その手またはグ,プを走奮曲 れる●

為をいう。

しかし、目またはた奮に餞れると同日、あるいはその直後に、ポールを略とした

-3‐
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場合は 鏑蠣

“

ではない。

霞手″屋または定書に触れた嶽 これに続く逆熱動作に移ってからr―ルを搭と

した輸 は、

"摯

ヽ と鞭 される。

捩するに、野手″風またIleに触れた亀 I「―ルを確実につかんでいたこと,
明らかであれ颯 これを落とした級 でも・B.と 判定される。

2″ TIIROW「ス●―」(透0-― あるH●に向かって、手およ― r―ルを

語る●おをいい、常に投手の工書へ●摯摯 (ピッチ)と区別される。

278'E CAMElタイリーム1-に よって蒻7を命しられた正式試合で、

面チームの得点ガ尊しかったものをいう。

2"狐    「タイム」―=正規にブレイを●lLさせるための書判員け であり、

そ●●●によってボールアッドとなる。

200 TOucH rタ ッチ」――ブレーヤーまたは審判員の 体はもちらん、その着

夕あるいは月員のとの部分に麟れてもブ レーヤーまたは審判員に麟れた。ことに

なる。

2“ TRIPLE PLAt rト リアルプレイJ(ヨ3愛)――守償側ブレーヤー″菫彗

した働中■ヽ3人の政●贅′レーヤー●プットアウトにするアレイであるな この
言つの′ットアウトの回に失爾

"介
をしたものは、トツプルブレイとはみをされな

ιヽ.

'"WIIII HTCH fヮ ィルドピッチ」(墨撥,一―鶴手
"普

通の守僣行為で処

理すること″できないほど高すぎるか、儡すぎる
^績

にそれるかした、餃手のエ

環な鐵 をいう。

32



'飯 WIND― uP POsl●●NIフインドアツプrッション」――二つの工颯な

投露揆つのうちの一つである。

33



lla 餞 合 の ,日

3∞ 試合の準億

301霧割員は、賦合露始載に、次●ことをしなければならない。

(a)颯技に使用されるH●.およ●/レーヤーo摯員諷 すべて規則にかなつて

いるかどうかをコ菫に菫凛する。

(b)鐘林 チローク、その他の自色材料で副かれた競技場φ驚場 (回表 1、 2●

大苺)r.地面または芝生からはつなりと見分けFOく ようにで0あFっている

かどうかを撻かめる。

(c)正規のボール (リ ーグ会長″ホームクラフに対して、その個数およ
― に

ついて証明湧あのもの)を、ホームクラフから受け取る。構割員はぶ―ルを検査

し、ボーい を消す鞭 なoを用いて適壼にこねられていることを鑢認

する。審判員は、その単独判断でポール●適否を決定する。

:劉 アマチュ7-“ 、r―ルはヽ ―ムチームまた

―

る。

(d)工規●ボールを少なくとも1グース、あ要に応してただちに倒議できるよう

に、ホームク,7●●●しているかどうかを餞かめる。

(o)少なくとも2個のボールをteに持ち、試合中、あ要に応してそ●饉藤 予

償のr―ル●鶴力を_.・._る。これらのボールを、次の場合に使用する。

(1, ボール″ブレイングラィールドの外へ出た場合。

(2)ボール″澪れた臨 ある●laボールがなんらかの理●で使えなくなつた

臨

(3)餃手″ボー¨ 載めた臨

lEH 苺書は、ポールアッドとなり
'べ

てのプレイ″終わるまで餃手にポールを手
滅してはならない。フェア●″澪富たは,早●透織F′レイン′フィールドの外ヘ

山た場合は、定書およ
`,書

′与えられた日に露するまヽ 予●のr―ルを置して

34



餞 合 の 0個           ●眩～●
"

ブレイを再菫してはならない。また、″奮′ブレイングフィールドの外へ本日″を

ITつ たと0綸、その工書″本目を綺み終わるま蝉 は、研しいF―ルを●●また

は、鶴手

“

手置してはならない.

(1)試合露蛤前に公

“

口

'ン

パッグが級手機の後方に置かれていることを確認す

る。

302プレーヤーム 」l.ロ ツン、メラフイン、口氣 サン 一ヽ パー、エメリーペ

ーパー、その他のもので、t―ルを故黛に置すことは摯じられる。

ベナルテイ 審割員は、そのポールの返還を求め、反劇した奮を目合から瞼く。

さらに、反剌者は自動的に以後1¨ 出●●ILとなる。F―ルを薔つけた

級争に関して●802(a)(2)～ (6)参照。

1注】アマチュ7-颯 このペナルティを適月せず、営割■●.そ●Eコ書に注

意して、その

“

―
―

t澪めるにととめる二 そ0優も、

“

8にゆ るを

くり返した場合には、憫0●ら餞く。

3● プレーヤーの交代は、拭合中r―ルデッドのときなら、いつでも眸される。代

わつて出場したアレーヤーは、そのチームの″撃順に従つて、退いたブレーヤーの

順番崚 け彗いで,つ。いつたん露台から退いたプレーヤーは、その試合には再び

lletることはで0ないr.プレーヤー織菫書に瞑つて、控えのプレーヤーと代わ

つて,イ ンアップから退いても、それ以後ヨーテス●・7クスに出てお苺することは

眸される。

守備側チームのフレーヤー″2人以上回腱にR●って出場したと0は、その代わ

ってlleしたブレーヤーF守機位置につく前に、菫督はただちにそのプレーヤーの

打●晨を露密に示し、苺書雌 れを公式ヨ幻員に濾合する。

こ●濾會燿
'か

つたときは、露獲は、代わつて出瘍したブレーヤー●打●取を書

―

“

―



|14-3●

け る額 を襲わ 。

試 合 の 0ロ

lel m―ィニング■は、崚革″■知らぷ 綺昭嘔 についたら、再′驚手となる以

外儘のや■掟量に0る ことは,鯰 いし、籠■に戻ってから餃●以外●守●●置

“移うこともできない。

腱手晦 撼E。した嬌争に代わっrlL● したノー ーに転 5母tEEと し

てウォー4ア ップ″絆される。∝ につtては、

…

ある)

●域 アマチュ7-■ 賦合から聾
'た

′レーヤーF.ベースコータとなること
をゆ 0こともある。

こ

“

打順壺にE載されているプレーヤーは、他のプレーヤー●代楚をすることは絆

さねたい。

:日田嗜 この競コ●・コーティンーラン7-.●田臓

“

●0●ロロ国辟される― l

●摯止●3●している。腱合に●●してい0ブレーヤーは、他のプレーヤーのため
に、コー,ィ ●7-ランナーttなることを||● Itf.いつたん賦合からEIIた ブレー

ヤーも同様である。置 に露●されていない′レーヤーでも、―
― として蘭

たなら颯 代わって出場したブレーヤーと同臓
=み

を●.

瑯 驀 およい

(a)401(a)、 同(b)の手鶴きによつて球奎に手渡された,猥慶

“=載
されて

いる投手は、鐘1●●またはそ●代打書がアウトになる0あるいは一量に違する

まヽ ― る機謗″ある。ただし、そ

… …

めに、驚葦

″不可範になったと露籠
"露

めた場合を瞼く。

(b)ある投手にR●って葱襲正出た投手は、そのと0●打省または代釘奮,アウ

トになるか―風

“

違する●.あるいは

'守
交代になるまで、投露する餞綺″ある。

ただし、その餃手F負儘または自気のために、それ以螢崚,と しての― ●r
不可鐵になったと聟瘤″硼めた場合を織く。

十



試 合 の 0国            
“

(c)規則で代わることが絆されていな0颯手に0わつて他のプレーヤー●出場し

た場合には、雪莉員は、本条を正しく適用するために、正規の投手に試合に戻る

ことを命じなければならない。

万―、瞑つて出場した捜手

`、

指綺されないます打奢へ 1織を投げるか、また

は昌■●走奢

"ア
ウトになつた場合には、その級手は正当化されて、以後のプレ

イはすべて有効となる。

鮨議期 壼口F本項に邁
=し

て級手を追
"せ

ようとしたと●には、露コ員はその菫督

に不可館である賞を遺0しなければならなι、 たまたま、苺警
"喘

疇して規瑯で絆

されていなι攣 手OII●を発識してしまつた●●●も、その優手″E摯する嬌なら

工しι漱麟に戻,こ とrで●る。万―、諄つて出尋した

'゛
″1●を投してしまえ

颯 そ

―

の餃手となる。

(d, すでに鶴合にIB5している政●
"イ

ニング0初めにフアウルラインを越えて

しまえば、その投手は、日1■者
"ア

ウトになるがあるいは一塁に違するまで、

崚職する餞獲rある。ただし、その打者に織
=書

″●た場合、またはその機手″

負傷または籠気のために、観員腟
"ド

可籠になつたと動 めた場合を熾く。

《また、婢 ″薔卜にいるとき、または投手″ FEで前のイニング″終了して、

OIFグッグアウトに戻らずにマウンドに向かつた場合は、その投手は、事償●

鐵のために餃手掟を踏まない瞑り、そのイニング●窮1″書に崚蒋する0議はな

い0

aC16驚督は、プレーヤーの交代″あつた掲合には、ただらにその目を球審にE●し、

あわせて,コ順のとこに入るかを明示しなければならない。

口議潮 試合がら退いたプレーヤーは、ベンチに入つて、そのチームとともに風るこ

とはで●る。また、
''0ウ

ォームアフプの日手をすることもで0る。ブレーヤー

重菫督F綺えのアレーヤーと代わつて退いた場な ベンチまたはコーテスボツクス
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●17-30         餞 合 の 0●

から菫諄を鐘けること嗅で
=●

.

瘤割員は、

“

合がら藝 てヽベンチにコoことを中されたブレーヤーガ欄尋チームの

プレーヤー,餞●また蜘 に対して、やしをとぼすことは眸さない。

aけ rttB●を受けた彗書は、ただちにその餃 自ら発整するか、また0発表させ

る●壽″ある。

畑

―

かつたプレーヤーo取り扱い

(a)代わって出場したブレーヤーは、たとえその発表″なくても、次のと書から、

賦合に出場したものとみなされる。

(1)響 ならは

…

に雌 したとな.

(2)打書なら藤 ′ヽッタースボックスに位置したとす。

(3)層手なら颯 違いた苺手の増調の守健位置についてブレイが始まつたと●。

(4)綸 なら嗅 遣いた卸 占有していた題に立ったと0。

(b)前項でILEしたものと認められたプレーヤーガ行なつたブレイ、およ
`そ

の

プレーヤーに対して行なわれたプレイは、すべて工属のものとなる。

309ユニフォーム肴層書は,次のこと″織じられる。

(1)プレーヤース 鶴合前、賦含申、または試合終了後を固わず、観衆に餞レ

かけたり、おを同じくしたり、スタンドに座ること。

(2)菫督、コー′またはプレーヤー″、賦合前、拭合,を固わス トがなると

0でも籠策に餞しかけたり、または相手チームのプレーヤーと菫鎗釣態度をと

ること。

●J アマチュア
"摯

では、次の鶴合にulatる′レーヤー″スタンドでココするこ
とを特に密す場合もある。
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賦合 の

'口
         ●ra12

310食錮自漏:uコョ̈ 〕、定オ鑢

(a)ホームチームだけF.剰な 餞故場の状建″試含を開珀するのに適している

かどうかを決定する機風を持つている。ただし、ダブルヘ′ダーの第2拭合の場

合を搬く。

lMl 全日種″償化できず、そのリータの最終燿位ム 東燎●薔敗の餞果によ

らずに決まること
'な

いようにするために、最終φ露錮コ、そのリータヽ 瞑つ

て、本条0麹鳴を申止する構瞑を、そのリータの会長に全国

"に
付与すること

″できる。たとえ颯 理事毯賦合の蒻期の節にないて、いずれが2チーム国の

は合を鶴期したり、または●●しなかつたこと″、リータの最終瞑位に影●を

及ぼすおそれのある場合には、そのリータ所属チームの要鶴によって、本秦に

よる0-ムチームに付与されている鋼コを、リー′会長が持つこと″できる。

腱湖 アマチュ7-は 、本項を適用しない。

(b)′ブルヘ,ダーの第1試合つ露齊だけ″、ズ機、麟敬場の状態″ダブルヘッ

グーの第2試含を医始するのはEしているかどうかを決定する種瞑を持つている.

311グブルヘッターの第1賦合と簿2試合の間、または賦含″菫数場使用不菫のた

めに●ILされている場気 餞技場をブレイに適するようにするために、電審

`離

毬

書懸矢ぉょoその動手を菫回すること
'で

0る。
ベナルテイ 難選害踵矢ぉょ●tの動手

"露
錮つ調図に構わなかつた場合には、

苺書は、フォーフイッチッドタームを宣螢して、ビジテイングチームにEちを

与えること″諄される。に 16)

●12審判員が露合をFItると0は °タイム。を自費する。澪目″
°
ブレイ。を宣

管したときに停止状鑢は終わり、摯菫は再厠される。タイムの童●からブレイの童
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●3■m●          賦合 の摯価

費までの回、賦合酔 止される。

■13口象
`菫

故場内にあられ出てい/●場合、ホームチームの監督は、打露、送露r
目象内に入つたときはもちらん、不測0事撻rtした場合をと あらゆる点を考慮

して、広構目に及おグラウンドルールをFFつ て、総書なら0に相手チームの驚百に

償示して承目を求める。相手チームの菫督″これを率鶴すれ雌 そのグラウンドル

ールは正規のものとなるな 万―承餞しないときは、露書は、プレイに関する環測

に鶴餞しない範国内で、餞散場o状態から盤測してあ要と思われる特別グラウンド

ルールを●成して、これを実行させる。

314政睾側プレーヤーは、自チームの4●●には、グラス その他の用具を競技場

内からグ′クアウトに持ち蛉らなければならない。フェア地域とフアウル地域とを

同わず、鶴壼場内には何物も残しておいてはならない。

a15試台申は、ユニフォームを着たブレーャーおよびコーチ、藍執 ホームチーム

によって公田されている報道写真班、審判員、劇題を着た警官、ならびにホームチ
ーム●薔備員、その他の従菫員のほかは、E●●内に入つてはならない。

競技烙内に入ることを公認された人 (試合に参加している政ヨ期メンバーまたは

ベースコーチ、そのいずれかな打露または送理を守備しようとしている野手を勁書

した場合、あるいは審判員を瞼く)rmaを妨害したとす、そ鵜
―

ない

とeは、ポールインプレイである。しかし故意の

"書
のときには、鮨害と同時にお

―ルアットとなり、審判員は、もし妨書
"な

かったら鶴絞はどのような麹 になつ

たか●II断して、ぶ―ルアッド後の処置をとる.

1日゛1本

^で
輸われている攻撃■メン′‐ また0ベースコーチユ ●●または藩摯を

守●しようとしている17●を妨書した場合については、21lall.鬱 莉員による●
書については

""(D、
同l●およ308(d)、 を各による●書についてB7●80●

十



賦 合 の ロ ロ 3J0

縣

鮨書″故ヨであつたか査かは、その行為に3れ ,て決定しなければ2ら ない。

たとえ嗅 ′
=ッ

トボーイ、ポールボーイ、書療官などス 打苺または送織に触れな

いように理けようとした″菫けけれずに崚れた場合は、故意の場書とはみなされな

い。し,し

“

―ルをけったり、愴い上げたり、

"し

戻した場合には、本人の意思と

は口鶴●く故意0翅書とみをされる。

■16●露または藩織に対して観象0輸書rFあ つたと0は、妨書と同鑢にポールアフ

ドとなり、審割員は、もし鮨書″なかつたら餞技はじのようaVmになつたかを割

日して、ボールデッド後の筵 をとる。

l● E】 籠衆オ飛熱を趙らえようとする國゛を明らかに翅書した場合には、書割

flは

'者
に対してアウトを宣書する。

1目さi trsき た― .Fス タンドに入つて口家に麟れたら、たとえ餞菫母内にはね

`っ

て書ても

"―
ルアッドとなる饉合と、口黎F菫菫綺内に入ったり、■■●から

●り出すが、その下またはあいだをくぐり′けてインブレイのr―ルに餞れるか、

あるいはプレーヤーに麟れたり、その値φ方法で,げた場合とは事管″興なる。螢

奮の場合は縦意0●書として取り●われる。lr2とた
=は

、その,曹″なかったら

鶴故はどのよう0状態になつたかと書莉員″剌載した場所にお●れる。

口,″フェンス、●●り、●―プがら興り出したり、スタンドφ中へ事を魁●|●

て鑢類するのを,l夕られても爾書とは●められない。口■嫁危腐を承知でブレイレ

ている。しかし、露象r鶴菫層に入つたり、書体を餞敬場0方へ嬌り出して露事の

撻理

'口
らかに,書した場合は、●●は口象― によつてアウト″富査される。

例トー 1アウト定書懇 打増″,コ電く驚摯 (フエアがファウルかを国わない)を

,つ た。颯麦
"そ

れを撻摯しようとする外

"手
を明らかに●●した。書莉員は口彙

000によるアウトを宣●した。その宣査と同苺

“

r ルアッドとなり、書莉員t3、

●摯

`澤
が,たので、綺書されずに,手― しても菫球後二量走書は●点で0た

と判載して、 ― の待董t田める。本日からの菫摯rrいぼんの綺いフライに

対しては、勤書′あつても、このような処置をとるべ0ではない。
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317‐a13 餞 合 の ロ コ

317責チームoブレーヤーおよび●えのプレーヤーは、実瞭に競技にたずさわつて

いる丞 餞菫に出る準機をしているが、あるいは一日またはニロのベースコーチに

出ている場合を織いて、そのチームのベンチに入つていなければならない。

試合■は、プレーヤー、鐘えのプレーヤー、建●、ヨーチ、トレーナー、パット

ボーイのほかは、いかなる人もベンチに入ることは舒されをい。

ベナルティ ー に違屁したと0は、書割員は、●●を発した気 その反剌省

を競政場から瞼くこと″でeる。

は 11 次
"奮

産には、次

"音
●たはその代π奮以外入つてはならない。

は 21 ベンチあるいはグッグフウトに入ることので0る●に回しては、プ●攣

は

'リ

ータの規衡によって黛め、アマチュ7m● 蟻協気 連菫●らυヽ 大会など

い 中 ,てつ ている。

●10ホームチームは、秩序を4m●るのに十分を警察の保目を要饉する備えをして

おくa濤″ある。1人もしくは2AXLの人″試合中に餞菫鶴●に入り、とんな方

法ででもプレイを

'書
した場合には、ビジティングチームは、餞絞場からそれらの

人 ″々退去させられるまで、プレイを行なうことを僣否すること″できる。

ベナルテイ ビツティングチーム″プレイを行なうことを重0してから、
"分あ饉置した後、なお迪宣な時間をかけても競技場からそれらの人々

"退^さ

せ

られなかった場合には、澪●はフォーフイツチツドタームを童首してピツテイ

ングテームの回ちとすること

"で
あ 。

1奎 1: ここにいう・ma苺 醸 とは、苺瘤の割菫●鑢づく油ヨ

`苺
口神 る。

フォーフィッテフドグームは、同機との機口のふ 摯螢″とる最後の手綾であつ

て、すべての事餞
"尽

む裏てた後に、前めてこれを宣螢するもの●.料金をヽ つて

菫合を見●●てい0フ アンを失菫させること●肛力露けなければならない。
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賦合の0値            い0

【注21 アマチェア苺摯では、ホームチームに代わつて大会主饂 連鳳など″その

■にあお .

十



輌 R合 の関始

400 試合の開始と終了

401 ホームクラブr試合り廷爾または賦含関珀つヽ工をあらかしめ申し出た場合を

醸 てヽ、1人ないし歓人の審判員は、賦合開始予定鑢刻の5分前に競技場内に入り、

たたちに本菫に遣み、面チームの菫●に触えられる。

(a)まず、ホームチームの鮎 または菫督r増名した●・F、 苺審に2通の打眠

表を手渡す。

(b)次に、ビジティングチームの監督、または監督″婿名した者ム 露審に2通

¢嗜

"朦

安を韓 .

(c)球審に手渡される●頓表には、各ブレーヤーの守備位置も記載されなければ

ならない。担名打書を使用する場合は、どの打書が欄名職電であるのかを打順表

に明配しなければならない。

(d)― は、受鎮した打頓表の正本″回本と同一であるなどうかを照合した後、

IH手チームの監督にそれぞれ●霞崚の回本を手交する。澪瘤の手元にあるもの′

鮨 ● 颯 娘 となる。畿 に よる卸 酸 ‐ 餃 は、それ喩ヽ は 暉

"闘
鐵 意

味する。した
"つ

て、それ以後、菫■Fプレーヤーを交代させるには環剌に薔
'いて行なわなければならない。

【原注1 球●は、賦合図始の°ブレイ.を宣書する前に、工棗aにおける明らかな麟

日を見つけた場合、ます盤目をしたチームo菫督またはキヤ′テンに注意し、それ

をEl■させること″で0る。たとえ

`―
にも釘頂職に8人しかE●し

なかったり、同館の2人を区劇する風文字をつけないでE●した臨 苺書′これ

らの農Eを出合露始前に見つけたら、EIEさせなければならない。明らか樺

や

“

合関崎前に肛工で0さ瞑りのために,試合ザ始まつてからチームr童縛される

べきではない。

(e)ホームチームの打頓壼
"露

密に手渡されると同時に、競技場の全責任は、各

書割員に離される。そして、その時を期して、織審は天候、競技場の獣態などに
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賦 合 の 国 始          
“

～
¨

応して、鶴合打ち切りの2●.試合0-時僣上あるいは拭合事関なとに回する国

―の決定書となる.

球密はプレイを中断した後、少なくとも300●饉遣するまでは、打ち切りを

0してはならない。また露窪はプレイ再開0可能性
"あ

ると掟償すれは ―鑢0
上の状館を鶴長してもさしつかえない。

!菫螢! 苺書は、いかなる●●●も、餞合を見了するように冤力しなければならない。
鶴合完了のロヨ″あれま 譲書●、その菫瞑において、ま唸にわたる =猥

“"“を何虔くり返しても、あくまで試査を●●●るように鱒め、

“

合0■ち切りを0じ

るのは、その

“

合を完了させる可艶籠rないと思わお 場合だけである。

4曖 ホームチーム●各ブレーヤー″、それぞれの守償位置につ0、 ビジティングチ

ームの目1,割Rバッタースボックス内に位●したと0、 露書はプレイを宣育し、

餞合

`関
始される。

4∞ 試合関珀0と ,、 または賦合申ボールインプレイとなると0は、鶴手を腱くす

べての質手はフェア地域にいなければならない。

(a)謗 は、ホームブレート●●●に●●しangaら ない。

故薫0四球′企画された場合は、ポール
ー

手を離れるまで、鶴手はその

鵡 をキャッチャースrッ クス内に置いていなければならないム その他0場合

は、線摯また●′レイのためならいつでもその位置t●●てもよい。

ベナル,イ  F―クとなる。(&051参照)

(b)餃手は、■書に― るにあたつて、ア電の餃澪揆

"を
とらなければ

`ら
な

セヽ。

(c)初争と撻争を織く各露手は、フェア地域ならは とこに位置してもさしつか

えない。

―



404-4●             ベースコータ

ト譴 壁手が,者にこ球する前に、鶴,以昴の野手
"フ

ァウル地域に位置を古めるこ
とは、オ綸に瀾吐されて,嗜ム これに遺二しヽ 場合●ベナルティはない。

書莉員″このような専懇を発見した場合戯 ,速やかに,書してフエア地域に戻ら

せたL.難を鯰●しなければならない
"、

もし

― "な
くヽ その菫拿ブレ

イ″行なわれた8●●も、この凛劇

'お

Fあつたからといってすべて●●おを饉カ
としない0そ 刺 為によつて●●側″剌場を得たと

“

められたと書だけ、そ

のブレイ崚饉力とする。

4“ 賦合ヽ 釘●意の変更は認められない。しかし、●nat露載されているプレ

ーヤーllmえのブレーヤーと代わることは絆される。ただし、その建えのプレーヤ

ーはEいたプレーヤーの●●猥を受け口
"を

ければ
`ら

ない。

4∞ ベースコーチ

(3)攻撃側′―ムは、攻●露面中、2人のベースコーチーー1人は,昌近く、他
諄=思静く__を所定の位置につかせなければならない。

(b)ベースコーチは、各チーム時に硼定された2人に限らな 次のことを守らな

ければならない。

(1)そのテームのユニフォームをなること。

(2)常にコーテスボックス内にととまること。

^,ル
,イ 審判員は本項に邁反したものを掟合から瞼會、摯菫場からE・ptる。

1凛口譴 ここ●●.ほとんどのコーチ
"片

足をコーテス

`ッ
タス●外に■したり、,

インをまたいで,っ たり、ヨー′スボツタスのライン蜘 H宣かにIIていること

は、ありあれたことになつているム ヨーチは、tru″自分●糠薔するま●.コー

テス
`ッ

クスをllて本墨,りおよびフェア

“

嬌青りに立つていてはならない。ただ

し、lH●チームの

…

を●し出さい曖り、コーテス

“

″クス●外に出ている

ものとはみなされなιl.し●し、日早′―ム壼書φ興餞申し

“

′あつたら、審封員
は、瑣剪t厳しくコ

"し
、国チームのコーチ

`す
べて日にコーテス鷲ッタス内にと

と,ることを要求しなければならない。

―



′レーヤーの離上0■                ●∞

ヨーチ誅 ブレーヤーに閾い● IBDl鵬讚」 とングナルを洒るために、コーチ

ス●ックスを離れて、自分●受け0ちのベースで僣目することもありふれたことに

なつている。このような,a餞′レイを●lfal嘔り壼される。

1筐 11 日■い腱定されたコーチに代わつて、ベースコーチとなることはさしつかえ

ない。

1注 21 アマチュ7-は 、ベースコーチを●すしも鳴定の2人

…

はない。

la31 ヨーチ
`ブ

レイの

'3ヽ
おらない籠饉●.コーテスボックスを摯れて僣目す

ること●
「

されるム たとえ颯 三ロヨー′
"本

日付近障 で0て、●●しようと

する走者に対して、自
"」

と・/グナルを通るようなことは辟されない。

406競技中のプレーヤーの麟工事項

(a)壼誅 プレーヤー、撻えのプレーヤー、コーチ、トレーナーおよ●7ヽット●

―イは、とんなと0でも、ベンチ、コーチスボツクス、その他競技場のと0饉
"からも、次のことをしてはならない。

(1)●●.サインを用いて、観衆を目

`た

たせるようにあおつたり、あおろう

とすること。

(2)とんな方法であろうとも、●●チームのプレーヤー、審判員または観象に

対して、露口をいったりまたは3言をIIく ことo

(3)F―ルインブレイのと●に °タイム。と叫おか、他の言菫または節確で明

らかに観早にぶ―クを行なわせようと企てること。

(4)とんな形であろうとも、書莉員に散量にコ働すること。(審剌員の身体に

触れることはヽちろん、書莉員に回しかけたり、なれなれしい趙度をとるこ

と)

(b)野手は、打奮●目のつくとこうに位置して、スポーツ臓壽に反する意口で故

薫に

'書
を感わしてはならない。

ベナルテイ 警判員は反期書を試合から輸●、餞技場からEFtる。なEE●″
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4"監 督、プレーヤー、コーチきたはトレーナーは、日合から臓かれた場合、ただ

ちに麟菫場をまり、以後その日合にたずさわってはならない。

試合がら腱かれた書はクラブヽ ウス内にととまつているか、■‐
フォームを腕い

で野濾場彗内から去るか、あるいはスタンドに座る場合には、自チーム●ベンチま

たはプルベンから腱れたところに鷹をとらなければならない。

47‐・40            ブレーヤーの摯上事項

ボークをしても鷲力とする。

:凛注1 出場停止如,■の菫●、ヨーチ、プレーヤーは、試合中タックアウト、ク,
ブヽ ウス、い に入ることはで0ない。

4“ ベンチにいる書″、書刹員の判定に対して議しい不面の態度を示した場合は、

鮮割員は、ます薔書を発し、この書管にもかかわらず、このような行為″篠韓され

た場合には、次のベナルティを適用する。

ベナルティ 審判員は、反延書にベンチを追いてタラか ウスに行くことを命じ

る。もし、審判員が反劇者を指摘することができなけれ颯 捜えのプレーヤー

を全部ベンチから去らせる。しかし、この場合そのチームの菫督には、載合に

出場しているプレーヤーと代えるために必要な奢だけを競菫場に呼び豪す聰A
が与えられる。

409得意の霊録

(a)3人アウトになつてそのイニング薦終了する前に、掟奢r正菫に一日、こ風、

=晨、本星晦 、かつこれに触れた場合は 、その臨 1点″筵録される。

ltal 第3アウト″次つような場合には、そのアウトにいたるプレイ中に、定

書 (1.2にあた競 は
― 、3にあた競 轍 ― )理 に邁

んでも、得点は配饉されない.
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点博

(1)IEM・ F―Eに触れる前にアウトにされたとき。(●05、

“

%参瑕 )

(2)走奢′フオースアウトされたとき。にSe劉

(3)前位の走奮rEに触れ償ねてアウトにされたとき。(710a,b、 712

額 )

腱識譴 倒』腱明 '奮壺をつアウト″‐塁に螂 前のアウトのルをとり、そttF

,3アウトにあヽつたと0は、たとえ他のた奮
'そ

のアウトの

…

あるいは

そ●アウト″成立するまでのプレイ■に本昼

“

餞れていても得点は配●されない。

ml, 1ァゥト定ョニ・三このと0●奮″交

"し
たの●. ― は容易に本菫

●連した●.― は本塁´

“"渕

疇でアウトにされて2アウトとなった。この

は r― じ二濾してぃた颯 途中-2を蹟んでいなかつたので―塁でアピー

ルされてtreは ァゥトになり、3アウトとなつた。一‐三塁定書13-"
一日にllれる前のアウトで、し

'も
露|アウトにあたる覇こ のブレイ■に本

`に麟れたのであるから、その特貞●●●されない.

(例 2' 2アウト満塁のと0、 trFは フエンス越えの本塁rをlrつ て4人とも本塁

を口んだr、

"葦
o一二を綺まなかつたのでアピールされてアウトになった。

一―この場合、

"書

のアウトは一日に触れる前の口3アウトのルをとるから、晨

●●●ある。

輌  前位のた審″菫を饉れ姜ねたためにアウトにされた場合、こしいたコを

行なった日
=の

た

'に
回しては、そのアウトr2アウトきたは1アウトにあたると

書と、0アウトにあたると0とでは事憫警電うo

蜘 1, 1ア ウト定奮―・
~■lのと●、●奮は場内ホ菫●をlrう た。こ目壼書は本

昼へ迪する同

“
=ヨ

をコ置したo一日定書とtreはェしくコを薔んで本菫に建し

た。●■回静=風に薔理してアピールしたので、●判員は二塁楚壼にヽ してアウ

トを艶 して、2アウトとなつた.― と,着
・

澤議ヨじ口められる。

(例 2, 2アウト定書二塁のと書、●●″場MElrを
'ち

、2人とも本目を躊ん

だ
"、

二塁建奢じ=撼を

'■
したので、アピールによつてアウトにきな 3アウ

トとなった。  tr●は二しく本墨を口んではいる工 優点には菫えられない。

申  前位0定書″菫中 鎮●るか、■澤J囮らえられたと0●リタッタを

えたきなかったために、●3アウトとなった臨 螢■の燿書は工しいた畳を,a
っていても,点とはならない。
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409

口 , 1アウトた,■・=日のと0、 trar●目鶯球を,っ てアウトになり、2ア

ウトとなつた。書 はそのフライアウトを●して本昼にm=コ 凌清も本

ロヘ弾 によつて得点した。このと書
―

に対してアピール

"あ
り、毬

織前にこ量を籠れたものと莉定されて、3アウトとなつた。一―饉縛菫であ .

観回屁明 日を踏み鶴●たた書きた●籠壽
"撻

らえられたと0に
'タ

ッチを墨●さ
なかっただ

=に
対して、●倒コ″アピールした尋査.鬱割員,それを昭めたと百に

その定書はアウトになる。

C, 1アウト淀餡■・ヨロφとき、lrtの右■■珈で,アウトとなった。 ●●
奮嬌糠摯螢三塁にリタッチしてヽ 昼を日んだが、一日茫奮`'~■

lAFIかつていた
ので―ヨに帰魅しようと賦みた颯 右コ■●逮苺でアウトになつた。三日定書は
そのアウトより,く 本目を踏んでいた。―――塾楚者のアウトはフォースアウト
でないから、その鶴3アウトより早く本昼を踏んだ三菫定書●撼点は筵録される。

1注 11 饉3アウト″フォースアウト以外のアウトで、そのプレイ■に懺の定書″本
目にIBし た鑢 書割員

“

そのた奮にアピールプレイ″残っているか香かに回饉
なく、本目到連の方″菫3アウトより早かつたか●力を明示しなければならない。

:注 21 本項は,奮およ●ELの定■に安全塁塁●′与えられたと0も適用され●.

たとえ颯 2アウト螢ぁる
―

の定書にわししたためにアウトになったと0は、
そのアウトになった麓 よりも螢位o●●またはな各α摯あヨ″●められないことは
もちろんである

"、

ヽとえアウトになったたすより前餃●建奮でも豊3アウトlFr
立す0までにホ昼を睡 なければ苺自動 られない。

ただし、2アウト●●で、力嗜閾,コFを,たとき、他のいず■■ψ
"麟

籠れ っヽたん
次塁を廠んだ螢にアウトになつたと0だけ、その,3アウト,成立した螢に Et
― E機 でも、得点と口められる。(204b頓詢 参照)

(b)正式菫冷o最終回のふ または延●回は 繊塁で、釘書″四
=死

球、そ

0他のブレイ●―Eを与えられたために走資となつた0ヽ 三握走奮

`ホ
塁に適

まね

“

ならなくなり、得意すればD利を決する 1点となる場合には、総審はその

た者が本日に餃れるとともに、,書″=塁に触れるまで、賦合つ繊了を倉●して

はならない。

ベナルテイ 前記の場合、こ菫定書″、減宜な職回′たっても、あえて本菫に違

点

‐ ¨



工 式 餞 合

もうとせず、かつこれに籠れようとしなかつた場合には、球瘤は、その得点を

昭めす.規劇に鷹反したブレーヤーにアウトを宣0して、餞合の韓

'を
命じを

ければならない。

また、2アウト篠 lr― Tあえて一日は遣もうとせず、かつこれに麟れ

ようとしなかつた場合には、その健点は認めユ 鶴回に菫反したブレーヤーに

アウトを宣管して、試合鑢

"を

命しなければならない。

0アウトまたは,アウトのとき、■書走奮Fあえて―目に遣もうとせず、か

つこれに触れようとしなわ た場合腱 、その得点ぼ麟録されるr.●奮定書

はアウトをg●●れる。

嘩轟詔:爵讐:『盤霧菫[器鴛欝鰐群:l蹴雛
餞れようとするのを肉体的に妨けた場合に■ ●剌員は■力のオ′ストラク●/ヨ ン

としてた者●●董

…

認める。

電な轟 鋼鶴轟瀾響黎 瑞鰹驚 ::

=― または,奮定書′適宣な眸質
"た

つても、その優議を棗●そうとしながつ

た場合に瞑つて、ultは、守爛回のアピー

"特 'こ
となくアウトの日書を下す.

"ヨ
鸞奮きた中 に露して日は餞れ●●た日冶も、■菫2叫 つ

ても麟れようとしな,つたと●に限つて、奎囀員は、守薗鴻のア
`―

ルをやつこと

なく、アウトの喧泊●●●.

410正 式 は 合

(a)正式試合は、遠常9イニン´から威林 次棘 る。

す0わち同意つために試合″鶴長された颯 あるいは賦合″次のコ油により

て短趙された場合――

(1)ホームチーム″,回裏φ攻理の合嶽 または一郎をあ案としな0場合.

(2)織瘤″コールドタームを童管した臨

4t0

‐ ‐



“

0        正 式 賦 合

脇砂

' 
マイナーリータロ、ダブルヘッターのうち●1試合またはその2賦合を

7回に短綺する規定を線硼すること″舒される。

この際、本競劇で,回とあるのを7回と置0かえるにかは、すべてホ親劇に

従うべきである。

(b)'チーム″9回の政撃を完了してなお得点″博しいときは、さらに回餃を重
ねていき、

(1)延長回の豪裏を終わって、ビジティングチームの得貞rホームチームの得
点より多い臨

(2)ホームチーム纂 回の事の4●●に決腱点を露録した験
に試合はヽアする。

(C)電審によつて打ち切りを命じられた戯合 (コ ールドグーム)″次に該当する
場合、正式露合となる。

(1)5回の衰者を完了した後に、

"ち
,り を命じられた賦鶴  (両チームの得

点後 には醐 がない)

(2)5回 aを終わった瞭、または5回凛0途申●●ち切りを命じられた試合●.

ホームチーム●得貞″ビツティングチームの得点より多いと0。

(3)5口凛の鰤 にホームチームガ得意して、ビツティングチームの得点と

0しくなっているときに打ち切りを命じられた賦飢

(d)正式試合″面チームの得点r博しぃまま終了した場aそ の試合はサスペン
アツドグームとなる。4″参照。

ial a"口では、所属する
―

に従う。

(e)正式試合となる前に、電審″鶴合の,ち切りを0した場合には、。ノーグー
ム。を童●しなければならない。

―



正 式 賦 含

(1)正式試合またはな条(C)項に規定された時点まで遣行した
'ス

ベンアツドグ

ームには、、大5陰分を発行しない。

411正式鶴合においては、賦合終了時の同チームの腱得点をもつて、その試合●E

敗を決する。

(3)ピツテイングチーム
'9回

表0政撃を綺0つたとき、ホーム′―ム嗽

"
群 より多いときには、ホームチームの餞らとなる。

(b)同チーム,9回の,,を終わつたと書、′

'テ
イングチームの得点が相手よ

り多いときにはビツテイングチームの譲ちとなる。

(c)ホームチームの9回凛また螢筵｀日●事の攻●中に、勝ち魅し点にあたる定

書″得点すれ颯 そのと書に賦合は終了して、オームチームの勝ちとなる。

l●Ell 鶴合の通奥回は lraFブレイングフイールドの外ヘホ風打を打つ

た場合、打著および量上の各定書は、正規に各日に触れれば苺点として認めら

卸 ― Eヽ饉れたと0に試含●R7し、tr● ●ょび鸞者のあ17A●点を

加えて、ホームチームの勝ちとなる。

l●E21 9回●凛または極幕面の■に、プレインクフイールドの外へ本塁打を

,つた鴨部 、前位●走者に発んしたためにアウトになつた場合は、日上の全

蔵省″得貞するまで待たないで、勝ち越し点にあたるた奮″特点したとすに賦

合はヽアする。ただし、2アウトの場合で、定書ザm位0定書に先んしたと0

に勝ち越し点にあたるた看
"ホ

屋に違していなけれ颯

"合

は終了せず、追い

越すまで●得点だけ″認められる。

1回  9口0●きたは経尊前の●.0アウト摯たは

'ア

ウトで、打彗
`フ

レイングフ

ィールドの外へ本曇πを,つ たと●に、ある楚看″前鷺●建者に力んしたためにア

ウトになつた場合は、lraにな昼r″口めらユ 餞合は

'奮
″本昼に触れたと0に

断 する。

4t'
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4t2 ウスベン′,Fゲーム

(d)412(a)に よリサスベンデッドグームにならない瞑り、コールドグームは、

苺書が打ち切りを命したとoに終了し、その日敗はその日の同チームの鯰●点に

より決する。

:劇 帥 では、― ●とな機 蒻 口̈ ― rコールドグームを
=したと0、 次に餃当する0含o,,スペンアッドグームとしない●.同チーム″完

了し

―

のo●
・

でその日合●E驚嶽 することとする。
(1)ビツティングチームFtの回の壼で0点してⅢ―ム′―ムのヽ 点と0し くなっ
たF・ 口

'…
らないうち、きたは口の,u"的崎さらないうち、あるいは

日の■●″始まってもホームチームr壽点しないうちにコールド′―ム″菫せら
れ●_●●.

{2)ビジティングチーム″その回の●でリード●●う●●を目饉したス 費●攻●
″●わらないうち、また

…

″珀まらないうち、あるいは■の菫澤″始ま
つてもⅢ―ムチーム″同自きたはリードを●|・Et41点を配鐘しないうちにコー
ルドリーム″童せられた場合.

412,スベンアンドグーム (―時停止試0
(a)日合ム

"理
由の

“

かによって,ち●られた場合、後●これを見7する
ことを条件とした,スベンアッドグームとなる。

(1)法律による婉劇朗風

(2)リーグ風的による輛

(3)照明の政腱、またはt・―ムク,7Fuし てぃる餞故鶏●機観的な蒻置の

故

"皓

mの 猥日的な螢置には、自動キャンパス被覆螢●とか徘水餃●を
含んでいる)

(4)晴くなったのに、法律によって饉明●東用lFmさ れていないため、は合錢
●
"不

可籠となった場合.

(5)天候状態●ために、正式К合つある回0途中でコールドグーム″宣せられ
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'ス
ベン′,F′―ム                  4●

た曖合で、打ち匈られた回の自にビジテイングテームrリ ードを奪う得点を同

録したュ ホームチームrリ ードを●lヽ返すこと

'で
0なかつ齢

(6)正式試合として成立した後に、同点で

'ち

切られた臨

本項の(1)(2)(5)(6)によつて終了となつた試合については、410ゆ風

定による正式試合となりうるEInが行なわれていない限り、これをサスベンデ

ットゲームとすることはで0ない。

本項●(3)ま た13(4)の電自で,ち切りFtlじられたときは、ヽ なわれた回

餞には関係なく、これをサスベンアツドグームとすることがで書る。

141El コールドグームを,スベンアツドグームとするかどうかを決定するにあ

たつては、渕臓獣菫およ0これに目する電歯一本項(1)～ (5)・Fuされる.

駆 因慶掟麟で停止した餞に、国朝の●●.颯豪剌緊 時国割重により

競僣
`で

書なくなつた場合は、サスベンアツドグームとすることはで0ない。

銀 菫蒻の観諄で停止した後に、榊 中 できなく

なつた場合も、サスベンアッドグームとすることはできない。本瑣醸 され

ているコ■だけで打ち切られた試合″サスベンアフトグームとなる。

(b)一時●工試合を再関して、これを完了するには、次の事項に従う。

(1)その職場での回夕
'プ

ロの日日の、次のシングルグームに発立つてヽ なう。

(2)その露場での同クラプロの日種に、′ブルヘフダーしか残つていない場合

に13、 その最初のダブルヘッグーに発立つて行なうo

(3)その都市での同クラプロの日目の最終日にtlLされた場合には、都市を鬱

して、積手クラブ●織場で、なるべく、

(1)買ク
'7mの

日猥り、凛のシングルグームに先立って行なう。

(1)"ク
'ブ

間の日目にグブルヘツダーしか機つていな0嶋合には、その最

初のグブルヘツターに先立って,なう。

(4)両クラブ画中 でに一口●止賦合が見″していなかつた場合は、

―



412                  サスペンフ,ド
'―

ム

鉄 のとおリコールドグームとなる。その

“

合諷 》

(1)正式鶴合となる回数″,なわれており、かついずれかのチーム″リード
している聯 は、リードしているチームのDち″童書される。《(ビジティン
グチーム

"あ
る回の資にリードを8う得点を屁録した″、その回の■にホー

ム′―ムガリードをない露す偏点を屁録しないうちにコールドグームFgt
られた場合は綸く。この場合は、両チーム″完了した燿終均等画の0得点で

麟政を決する。,》

(a)正式試合となる回欧″行なわれており、かつ同意の場合は、・ タイグー
ム."宣書される。

`〈

ビツティングチームFある回の慶に得点を屁録してホ
ームチームの博点と0しくなつた″、その回の凛にホームチーム″0点を目
録しないうちにコールドグーム″宣せられた場合は鷹く。この場合は、回チ
ーム″完了した最終均尊回の回ヽ点で層晟を決する。)'こ の場合13、 リーグ
●Eに影●しないという目油で露菫合つ必要

"な
いとリーグ会長″判断しな

い理り、饉蛤からやり直さなければならない。

(m)工式試合となる回政″行なわれていなかった場合は、°′―グーム.″
宣●される。この場合は、リーグ優理に影●しないという理●で再試合のあ
瞑
"な

いとリータ会長″判断しない瞑り、図崎からやり直さなければならな
0ヽ。

(C)畿●試合は、元の試合つ●止された個,から再口しなけれlraら ない。すな
0ち、停工試合を完了させるということは、一●●Iされた試合を越鯰して壼ヽ
うことを意嗜するものであるから、同チームの出場書と打撃凛は、停工されたと
0と全く同一にしなければならない諷 規則によって昭められる交代は、もちろ
L●rmである。した″って、停止餞合に出場しなかったプレーヤーなら颯 繊行
賦合に4t●って出●●ることFr●るが、●止賦合にいったん菫場して他のプレ
ーヤーと代わって追いたプレーヤーは、餃行試合にはII●●ることはできない。

停止された賦合のメンバーとして量苺されていなかったブレーヤーでも、餃特試
合のメンパーとして量●されれ颯 その賦合には3場できる。さらに,優,試合

―



ダブルヘッダー                 4t●

のEIS贅格な つたブレーヤー (停止賦合に出場し、他のブレーヤーと代わつて

退いたため)0登録″抹漬されて、そ0代わりとして登録された書でも、範行毬

合には出場で●る。

:原注】奏代して●●●ると発妻された餃手F.そのと0●●書 (代πヨを合tr)″

アウトになるか―昌●綺するか、あるいは攻守交代となるまで投球しないうちに、

サスペンアッドグームとなった略 その建手い として出場し

てもよいし、●●しなくてもよい。しかし、曖

'試
合に出場しなかった場合には、

値のプレーヤーと交代したものとみなされて、以後その試合に出■することはでき

ない.

:回 
―

はヽ サスベンアッドタームについては、口憫する国■0槻にに優う。

413ダブルヘッターに関する銅劇

(a)(1)選 手機試合は、1日 28含まで行なうこと″できる。サスベンアツド

グームを完了させるために、ダブ′レヘツダーとともに行なつても、本条項に抵

麟することにはならない。

(2)も し、同じ日に、一つの入場料で2賦合r組まれている場合には、第1賦

合をその当日における工鯛0賦合としなければならない。

(b)ダフルヘッター●第2賦合は、

"1試
合の売了後でなければ関鍮してはなら

ない。

(c)ダブルヘッダーの富2試合は、日1は合の終了機 に開始する。ただし、

この2餞合の面にこれ以上の博面 (麟を超えないこと)をあ要とすると●は、

日1試合終了時に、A・4はその日を童書して相手チームの監督に猥●しなければ

ならない。

“

VI】 ホームクラブF特瑯●行事のために、2賦合の間を瀬定以上に延長した

いと申し出て、リータ会長″これを屋露した場合には、球審はこの目を童●し

‐ 7-



“

4-4tl            フォーフィッ,フ オ゙ーム

て、相手チームの監督に謳書しなければならない。どの場合でも、第 l Lt合の

電容は、第2試合″蘭始されるまでの時間を繭 する●にあたる。

n綺 両チーム菫●o同意を,れ
`グ

ブルヘッターの第2試合を、

"1は
,●壽了

動 以内に関燿してもさしつわえない.

(d)審判員は、ダブルヘッダーの饉2賦合をで営る瞑り隠始し、そして餞技は、

グラウンドヨンディション、地方鑢面倒R天 候状態などの諄す瞑り、観,しな

ければ

`ら
ない。

(o)正式に日猥磯 れたグブルヘッターム 降国その他の理由で、口始・Fu
した場合には、臓始埒面には関係なく開始されたその賦合″ダブルヘッターの爾

1試合となる。

(f)日種の変更により、ある鶴合をタフ¨ヘッグー●―●に組み入れた場合は、

その試合は第2賦合となり、正式にその日の日種に組まれている日合ム 爾l鶴

合となる。

414織書は、晴くなつたので、それ以後のプレイに支障をきたすと認めたとさは、

いつでも競技場のライトを点灯するように,じること,できる。

415-方のチーム″次のことを行なつた場合には、フォーフィッチッドゲームとし

て福事チームに勝ちが与えられる。

(a)難審
`毬

合腱始時刻にブレイを重青してから、5分を饉適してもなお餞政場

に出ないか、あるいは餞技場に出ても日含を行なうことを櫂否した臨

ただし、選延J不可趙であると球審″認めた場合は、この限りではない。

(b)賦合を■訓かせ、または短くするために、明らかに策を用いた●●.

(c)er― 時停止または試合の打ち匈りを宣●しないにもかかわらず、日合の

師 を縮 した臨

―



フォーフイツテツドグーム            4t■4"

(d)―●●Iされた試合を再関するために、鐵密″ブレイを童管してから、1分

以力に餞舷を再菫しなかった臨

(o)審判員

"●
書●斃したにもかかわらず、故意に、また執動に反劇行為をくり

返した輸餞

(f)審割員の命令で試合から唸かれたブレーヤーを、適直a時間内に、退場させ

なかつた臨

(8)ダブルヘツダーの第2賦合0障、

":試
合終了●20●●Aに、競技場に

'われなかつた臨

ただし、第1賦含●澪書″爾2試合開始までの時間を延長した場合は、この限

りではない。

410球層″、賦合を一時停止した後、その再関
―

寧置を黎萄者糧矢に命した

にもかかわらス その命令″■●されなかつたために、日合再関に支障をきたした

場合は、その8合はフオーフイッチッドグームとなり、ビツテイングチームの勝ち

となる。

Lロ アマチユ7-は 、機 maい 。

417-力のチーム
"競

餞場に9人のプレーヤーを位置させること″で0なくなるか、

またはこれをお0した場へ その試合はフォーフイツチツトグームとなつて積゛チ

ームの勝ちとなる。

410総 ″フオーフイクテツドグームを宣査したとすは、董償膠24m内 に、

その日を書面でリータ会長に報管しなければならない。

ただし、導構,この機管をしなかつた●らといつて、フオーフイク
'ツ

トケーム

であることに変わりはない。

“
"



4J9 ar餞 合

鋼♂鶴 諾
´

警割員の餞定が本親劇に違,するものとして、監督″書議を饉求するときは、各

リーグは試合薇

"0手
続きに関する規則を適用しなければならない。審判員の判断

に薔づく織定については、どのような薇銹も酢されない。長爵試含では、リーグ会
長の曖定″最終のものとなる。

警割員の鐵定″本競期に違反すると0総綸″出た爾合であっても、リータ会長に

おいて、その違反のために優露チーム

"勝
つ国会を失つたものと判断しない瞑り、

賦合のやり直しr命ぜられることはない。

:凛注1 菫督F試合を薇
『

するには、薇口の対0と なったブレイガ生したと0から、

…
の1摯

=投
じるか、または、たとえ狡摯しなくてもその前にブレイをした

リブレイを企てるまでに、その日を●割■に適書していない瞑り、塁
"は

●められ
ない。

“

合終了のときに
=し

たブレイについてE●●るときは、ヨ日のE●までにリー′
0議員‐ し出ればよい.

1注】アマチュ7erは掟諄賦合をDない。

+



F―ルインプレイ              `“
…

5.00 ボールインプレイとポールデッド

501試合を開始すると言には、総審は・ プレイ。を富管する。

ユ曖 総瘤″・プレイ。を童費すればポールインプレイとなり、規定によつてr―ル

アッドとなるか、または審判員ガ °タイム.を自會して試合を0上しない限り、お

―ルインプレイの状態は続く。

ボールアットとなつた霞は、各ブレーヤーはアウトになつたり、遣菫したり、婦

昌したり、ヽ貞することはで0ない。

ただし、7r―ルインブレイ申に日0た

'お
くたとえ颯 ボーク、― 、インタ

ーフェア、ホーム,ンまたはプレイングフイールドの外に出たフエアヒツト)など

の縮果、1個またはそれ以上0建塁″密められた場合を腱く。

熙議湖 r―ル″

“

銀 3分的にはF41… そのプレイが完了する●‐ 8
-ルインブレイの漱懲慮韓く。

●03まず、卸 ●8“― る。その殺薄を●●動 をいかは

'一
する。

螂 攻馴回は、ます打奮″走書となり、定書となれば遣塁して得点することに舞め

る。

■絋 守優側は、相手の打看

`蔵
省となることを防ぎ、定書となつた場合は、その遣

基を最小限にととめるように,める。

a∞
"費

″定書となり、工環にすべての日に触れたときは、そのチームに 1点″配

録される。

→ ‐



R″～利∞             IF― ルインプレイ

眠諄闘 たとえ颯
=鶴

彙奮
",瀾

壽り撥らえられてから、麟昌して本量臨 だ螢、
●菫″亭かったと慎償して、三量に饉ろうとした場合●ように、楚奮″工菫●2塁
を,なって本菫に触れたなら颯 そのた音oそれ以後のお為によつて、その得点球
腐力とはならない。

●

"攻
撃側チームは、3人のブレーヤー

ー にアウトにされると守僣につ0、 そ

の相手チームnt●に移る。

・
∞

…

然ベースコーチに触れたり、崚濾または透澪
"瘤

剌員に触れたときも、

ボールインプレイである。しかし、ベースコー′l― に燃織を露書した場合には、

定書はアウトとなる。

309次の場合にはボールアッドとなり、た者は1個の道菫ガ寵されるか、または難

昌する。その面に綸 はアウトにされることはない。

(a)艘博颯 工菫に位置している●者の期本 または着よに触れた場合―一次塁

にEtlことF舒された熾書EE●.

(b)露瘤′、盗昌を口:卜 しようとしたり、ロトの定書をアウトにしようとする鎗

…

勁書 (イ ンターフェア)した場合――●鸞奮麒 る。

l●●】鶴手の送黎″簿書をアウトにした場合には、卿 なかつたものとする。

膿識目 撻手の洒苺●
『

に13、 崚摯への場球もれ

lal 饉
…

ょって,ンタつンプレイ″崎8ろうとしたら、鬱判員はただらに
°タイ

^を
童自して、■●を元0日転

(c)ボーク●場合――各掟書●E●.(aい ナルティ,照 )

62



ポールアゥ″              ●∞

(d)反劇口欄′満

“

トー■鶴む書は戻る。

(o)ファウルボール摯撻摯されなかつた場合――各定書は戻●.

苺審CE■●定書″、兄の目に

'タ

ツチするまで、ぶ―ルインブレイ●状露に

してはならない。

(1)内饉手 は手を含り に触れていないフエアボール″、フエア地域で掟奮ま

たは書莉員に触れた場合、あるいは内野手 (投手を瞼く)を通過していないフェ

アボールム 審判員に触れた場合―一打書r倉奮となったために、量を明け渡す

餞務″生した0定書は違む。

走奮オフエアボールに触れても、わ 場合には、審判員はアウトを童査しては

ならない。なお、この障は、ポールインプレイである。

(1)いったん内露手に触れたフェアポールに麟れた臨

(2)1人の内野手にmttないでその殷口または側方を置適した●澪にすぐその

後方で触れても、このポールに対して他のいずれの内饉手も守備する機会,な

かったと審判員
"剌

綺した場合。

:原注1 ●澪″摯■を●●してから、内野内に

'●
していた●氣員に触れた島合は、

"―
ルアッドとなる。フェア

ー

によつてそらされた癖 まだインフラ

イトの状国のまま、た書きたは書莉員に餞れ鐘上に書ち撻 でに、内野手によつて

彗摯されても、捜摯とはならず、

“

―ルインプレイの摯摯は崚く。

:潮 フエアボー●77アウル地館で瘤剌良に触れ線 r―ルインブレイである。

(3)投鸞二 綸審力競争のマスク,または日■に決まつて工まつた場合――●建

奮EEtr.

田障ヨ チツプしたな 苺書に当たつてはねEつ たのを、口手F綺らえても、ポ

ールアットとをっ

“

lreはァゥトtlはならない。チフ′した●聰颯 翅瘤●マス

―



ato r― ルデゥト

タ劇嘔具に換きって止まっても、||●●ある。

日3ス トライクと宣●された臨 撻事を置置して難整に当たったと0は、r―
ルインプレイである。摯●●首たっては●2ったボールム 地上に霧ちる前に撻ヽ
されても、■書はただちにアウトにはならない。本―ルインプレイであり、●●は
一日

=麟
れる前II、 その書体または一日に麟澪されて、コめてアウトになる。

日3ス トライタと奮査された●摯また面 の中国麟へ 動 手のマスクきた
は日具に携菫って止まった臨 ,奮にE―E7●えられ 薔

「 ●た奮には,値●

動 される。

工菫獲 得貞しようとしている定書に饉れた場合――各走奮llEむ。

510鬱割員″ °タイム.を倉青すれ嗅 ポールアットとなる。

次の場合、難書は・ タイム.を宣管しなければならない。

(a)天嵐 暗きのためなどで、これ以上試合をtFtするのは不可範であると総密

F昭めた臨

(b)'イ トの数腱のために、審判員″プレイを見るのに因燿となるか不可配とな

つた臨

静

“

翻 各リータは、ライトの故■により賦合,中断された場合のや別規則を、

摯自に餃けてもよい。

:注 11 ′レイφ遭,中に,イ トの餃腱ガ生したと0、 その躊風完了されていない′
レイは毎動とする。グソ

"ブ
レイおよびトリブルプレイガ行なわれている国に、ラ

イト●重絆 Ftした場合には、たとえ最初のアウト″成立した後であつても、その
プレイ嬌鬼成された のヽとはみaきれない。

ライト,猥頂したと0には、ライトの●●●ために書勁とされた′レイ″綸き0前
の状態から壽回しなければ,らない。

:注 21 椰ま 螢■o螢洒陣または■学●腱国M7‐に規定される曖豊となつたと0、

およ― .死軽 ポーク、鐘争またはその■の目手のは 定塁勁書などで、燿

―
に遭菫で0る毬●となったと麟にライト″清えた幹 に瞑って、たとえ●

(b)
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“

―ル 7・ ,「              
“

0

-し

ていなくても、そのプレイは有効とする。

は 01 プレイF'なわれていると自、一部のライトr消えた場合 (たとえば電EF
急に低下した饉合とが、1.2薔ガ菫nを目こした潟aな どには、ただらにタイ

ムとするか、またはプレイrヽアするまでF―ルイン′レイの状■におく

'は
、書

菫昨

“
"肛

断て,ゆ摯する。

(c)突発専政により、プレーヤーrブレイで0なくなるが、あるいは,コ員がそ

崚 興たせなくなった場合.

I●El プレイングフイールトの外への本塁打、または死総の場合のように,1

個またはそ

―

められた場合、

一

めに、

その安全適画繊を●●●ることができなくなつたときは、その場から控えのプ

レーヤーに代定させること″できる.

(d)盪督″ブレーヤーを交代させるため、また0ブレーヤーと協餞するために

・ タイム。を要求した鐵κ=

【注】菫書は、プレイ″
'な

われていないときに、・タイム.を猥ましなければならな
い。悛■Fan41tに入つたときとが、定書″走つている●●などのように、プレ

イ

`珀
まろうとしていると0、 またはプレイ″●なわれていると0には、・タイム.

を難 してはならない。

もし、このような騨 あつても、嘔判員は・タイヘ を,自してはならない。な

お °タイム.― るのはヽ・ タイム.rttRさ れたときではなく、g刹員F・タ

イム.を始 した輌 からである。

(e)審判員

"F 
ルを検査する必要を認めるが、監督と打ち合わせをするためか、

またはこれに,する電童のある臨

(f)野■― を鶴らえた後、ベンチ、またはスタンド内に側れ込んだり、ロー

||



Ctl           鶴菫 の再厠

プを越えて国家内 G稼が鶴崚鴫腱 で入つているとき)に側れ込ん錮財餞 定

書に回しては7M(c´
"掟

″適用される。

野手″綸澪後ベンチに踏み込んでも、倒れ込まなかったと0は、ポールインプ

レイであるから、各燿書はアウトを踏して遣目すること″で●る。

(3)審判員″プレーヤーまたはその他の人に、競技場から

^る

ことを命した●●.

(h)鱒割熟 ブレイの遣行申に、・タイム.を意査してはならない。ただし、ホ

条(b)項、Jlた

“

(c)項0(付回 に●当するときは、この風りではない。

511 7r―ルアットになった篠 崚手r新しいIIF―ルが、元のポール鵜 って
'‐に

観手置に位置して、露瘤″ブレイを食●したときに、麟技は再口される。

設■″

“

―ルを手にして較手板に位置したら、露書はただちにブレイを童管しな

ければならない。
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,    '

a∞ 打

鰤 ―a12

aol細o●嚇

(a)攻馴期の各ブレーヤーはそのチーム●IIMに露nされている国

"に
従つて

,たなければならない。

(b)篇 2回以後●各国●篇1●螢は、前回工麓に打撃 (タ イムアット′くツト)を

完了した●奮0次のお猥のものである。

a曖 ●螂

(a)打奮は自分0打順″0たら、速やかにバッタースボツクスに入つて、II●a

"を

とらなければならない。

(b)●奮は、prtフ ト

“

ッシヨンをとるか、またはワインドアフプを始めた

場合には、′`ツタースぶツクスの外に出たり、I●‐ をやめることは薔されな

ιヽ。

‐ ″ ィ fr―
…

た際、観゛″猥鸞すれ颯 ― はそ

…

よ

ってlr―ルまたはストライクを宣書する。

口置日 lrtは、思ぅままにパッタースポッタスを出入りす0自由は与えられていな

いから、

"・
タイム.を重求しないで、κツタース

“

ツクスをは

'し
たと0に、

スト,イ クサーンに優摯きれれ颯 ストライク●富書されてもやむを0なtl.

,奮″●●姜勢をとつた蒸 ロジンパツグやメインタールバッグを使用するため

に、trF8● ら外に出ることは薔されない。ただし、

“―

していると

が、誕 やさを薇●いと

一

たと。は暉く。

●■員は、●●7ワインドアップを始めるか、セットr'・/ヨ ンをとつたなら

“購 また

…

チームのメンバーのいかなる妙 あつても・タイム.を宣査し

てはならない。たとえ、tra°日にごみFAつた。¬嗅腟Fく もった。・ サイン″

見えなかつた。なと その儘とんな電由″あつても、国●である。餞書は,'奮′

工奮壽に入つてからでも・タイム.を要求することを

"し
てもよい

"、

コロなくし

者
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崚 を

て

'書
産から口れることを酢してはならない.― にしなければしないほと、

●奮は

'書
應の中にいるのであり、崚鑢されるまでそこにととまっていなければな

らないということ″●かるだろう。,奢″打奮鷹に入つたのに、投手″正当蜘
もなくぐす0し ていると

…

断したと
・

には、赫 はん殖 かの臥 lre
凛を離れることを靡してもよ|、

建彗″曇にいるとき、卸 ヮインドアップを強めたり、セットrッションをとっ
た●・ い からIIた り、い をやめたのにつられて,露t桑たさを,
つた場合、審判員はr―クを宣自してはならない。投事とlraとの申
をしているの●.蜘 員はタイムを宣育して、捜學も,含もあらためて・山曖覇ぉ
からやり0させる.

(c),者″、′マッタースボックス内で4●‐ をとろうとしなかった場a露 審

はストライクを宣書する。この場合はボールアットとなり、いずれの定書も遣腱

で書ない。

―
ナルテ後 、7-し ,打撃姿勢をとれ颯 彼 ― は、その

崚理によってr―ルまたはストライク●カウントされる。●aF、 このようなス

トライクを3回童管されるBIでに、打0姿勢をとらなかったときは、ァゥトr童
書される.

I凛奎1 醸 は、本項により,なにストライタを奮育しだ螢、再,ス トライタを富管
するまでに、

"書"正
し,菫摯

`コ

嗜とるための湾童な時画を認める。

(d)マイナーリーグでは、以下の規則を実施する。

(1)打者は,0姿
"を

とった後は、次の場合を織営、少なくとも一方の足をバ

ッタースボックス内に置いていなければ2ら ない。この場合は、キ書け
'ッ

タ
ース●・・ックスを離れてもよいr、 ●ホームプレートを国む■の部分.を出ては

ならない.

(1)打書機 に対してバットを振った続
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, 全

(H),響 を避けて′マッタースボックス0外に出ぎるを得なかつた場合.

(u)1,Ftか oチームoメ ンパー″・ タイム.を要求し

“

められた場合。

(lv)●置側のプレーヤーガいずれかの屋で定書に対するプレイを企てた場合.

(v),書″ くントをするふりをした場合。

(vl)融 たlal― し続 .

(")0手
`ボ

ールを受け取った級マウンドの上の部分を離れた鴫合。

(Im)櫨手7●備のためのシグナルを送るためキャッチャースボツクスを離れ

た輸 。

本条(c)にもかかわらず、●奮″意図的にバツタースボツクスを組れてプレ

イを露らせ、かつ前露(1)～ llm)の例外規定に眩当しな0場合、露窪は、観手

の投理を得たずにストライクを童●する。この0合は・●―ルデッドである。も

し,告″パフタースボックスの外にととまり、さらにブレイを選通させた場合、

墨書は投手の設球を持たず、再びストライクをH●●る。

:霞筐1 籍書は、
"曹

0違
=ガ

ちょつとした不注意であると剌

“

すれ颯 その打書の

そ●餞合で0最初の議長に対しては、自●的にストライクを3● tずに、■●を与

えることもでせる。

黎 は、本質により

'奮

にストライクを鱒 したヽ 再σストライクをt●●るま

でに、●2'正 し̈ 奏

"を

とるための適宣な時面を昭める。

(2)●省は、次φ目的で 。タイム.r童査されたと0は、メッタースボックス

および・ホームブレートを目む■の部分.を菫れることができる。

(:)プレーヤーの交代

(|)いずれかのチームの協ロ

:目゛1 書ヨ員は、前0"會F目に出る雄 たはアウトになれ颯 題やかにパッター

ス

“

ックスに入るよう次,會に●さればならない。
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π を ア ウ ト

003●書は、工親

…

をとるためには、′マッタースボックスの内にその面足

を置くことlFCである。

―

l●●1 ′
'ッ

タースボッタスのラインは、バッタースボックスの一部である.

6 04 1raは、ァゥトになるか、楚者となつたときに、打0を完了したことになる。

a06継 は、次の臨 アウトとなる。

(a)フエア飛鍮またはファウル飛嫁 (フ アウルチップを餞く)″、

"手
に工班に

輸らえられた臨

'日
を1 露

=は
餞理するためにグッタアウトの中に手を羞u事べoことはできるム

足を露み込むことはできない。●争″ボールを確錮すれ颯 それは二彙のコ摯とを
る。グックアウトきたは●―ルデフドの便

"(た
とえばスタンド)にい てファ

ウル驚難を摘らえるためには、野■は′,ウンド (ダフクアウト●●を含む)上ま

た0上方に片足または国足を置いておかなければならス またいずれの足も′′′
アウトの中またはr―ルアンドの値用の中にい てヽはならない。

一

、

輸 ダ′グアウトまたはボールアッド●厠所に倒れるまない限り、ボールインプ

レイである。た者についでは烈И(c):頭詢 謳

(b)爾 3ス トライクと宣書された機球を、鶴手,正気に輸総した場合.

:憲洒田 °エコ●理鵬風 ということは、き鰤 に触れていないボール″、コ罐●ミ,
卜の中に入っているというな摯である。●―ル薇 愉手●増鷲またua■に止きっ

た尋合は、工理の撻球ではない。また、難書に触れては●Zっ た●―ルを撻らえた

●●も同様である。

テップした●―ルム 量徊に鑢●0■また0ミ ッⅢ 触れて,ら、身体また朝 具
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II奮 ア ウ ト           嘔

に当たつてはね返つたのを、鶴手″地上に略ちる前に餞球した臨 ストライクで

あり、欝3ス ト,イ タttあたると0にふ treはアウトである。また、チ′′した

`―
ルム ●初に鶴手の手またはミフトに当たつておれ

“

鶴手

"身
椰ぼたは日具

に,またはミツトを,おせるように観漱することも|いれる。

(c)0アウトまたは1アウトで一目に燿奮
"い

ると書、お 3ス トライク″童書き

れた臨

【測 0アウトまたは1アウトで一日 (―・
=コ

ま―・ヨ臥 ―・二 三日●と0も

的 に掟曰れ
'た

饉合には、菫3ス ト,イクと宣●された崚織 韓゙
―

した

り、またはそ●崚織ガ織樹,磯手のマスタなどに入り焙んだ場合でも、事項″適用

されて,各はアウ帷 なる。

(d)2ス トライク輌 メントしてフアウルr―ルになつ輸

(e)インフイールドフライ鐵 された●●.0`瞑開疎)

(f)2ス トライク篠 打奮″打,た (バントの場合も含む,r、 ‐ ●7ヽットに

摯れないで、動 書体にnttた臨

(3)饉手 餃手を含む)に触れていないフエアボールム

"奮
泄書に麟れた続

ただし、打含″バッタースボックス内にいて、

一

勁書しようとする

重回′,かつたと審判員
`剌

目すれ藍 打書に当たつた釘露0フ アウル

“

―ルと

なる。

(h)'奮r,つか、バントしたフエア●打摯に、フェア鋤 でバツト″常
`贅

たo,ヽ場合。

ボールアッドとなつて、鸞漕つ口菫は口められない。

これに反して、フェアの■露″場″つて0て、

"奮
″薔としか

'・

7卜 にフェア

地趙内で触れ襲 合は、r ルインプレイである。ただし、″奮″打球0遺路を

鯰富するためにバットを置いたのではないと中 断したとさに瞑られる。

7‐



¨           r,ァ ゥ ト

,奮″′ヽッタースボックス内にいて、打電の摘路を妨害しようとする富図″な

かつたと審判員″判断すれは 打者の所持するパットに再び当たつた打球0フ ァ

ウルボールとなる。

1原餞】バットの折れた赫 フェア敏 にR●.これに呻 当たつたと0、 また
●′

'ツ

ト●祈れた嚇 または野■に当たったときは、プレイ

“

そのま菫撻け
られ ,書濾宣育されない。●難″

'フ
トの新れた部分にファウル呻 たった

と0は、ファウルポールであ●.

パフト含齋凛ウェア菫電

`ま

たはフアウル粕切 に■んで、プレイを企てている●
争 ("澪を処理しようとしている孵 だけでなく、選彗を受けようとしている野争
も合0)を鮨宮したと●には、餃量であつたが●力の区別なく、妨書り童自される。

●●月ヘルメフトに、憫医

"苺

″フェア地璃で当たるか、または日錮
"贅

たつた
ときは、ポールイン′レイの状態″機く。

'澪

ム フアウル

ー

ヘルメット、■国以外の■2に触れたとeは、ファ
ウルF―ルとなり、r―′レアッドとなる.

やヨ
"ヘ

ルメットを薔としたり、

“

―ルに驚げうけて,球また-2● 書しよう
とするIB7rあ ったと書莉員″剌田したときには、そのた書はアウトとをり、8-
ルデヮドとなって、他のた書は、π露に対してのと0は投

…

当時占有してい

たE.魁類に対してのとむは翅書発生の曖国に占有していた目に饉らなければなら
ない。

:日 軸 を適用するにあたって0."ヽ ットを所おしていた●どうかをFI
●ない。

(1)●Br、 打つか、バントした後、一日に走るにあたつて、まだファウルと決

まらないままファウル地域を動いている打球の遺降を、どんな方法であろうとも

故意にEわせた場合.

ボールアッドとなつて、た奮0遺量は諄められない。

(,),著 r菫 3ス トライクの食書を受けた後、またはフェアボールを打った後、

―Eに触れ鉦 、その身体または 2に触摯された場合。

72



,,ア ウ ト ¨

:劉 触澪するに菫しては、ますr―ルを保護して麟れること
'必

要なことはもちろ

ん、触澪驚においても菫奥にボールを保持していなければならない。

また、口事
"“

―ルを學にしていても、そのヽ ―ルをグラ′の中で
'ヤ

ツ
'ヽ

した

り、同腱とめとで
`―

ルを●●止めたりしている回は、障実に国らえたとはいえな

いなら、たと■t2-日 に触れるntに野手F日に麟れな″らぶ―ルを手にしてい

ても、●ヨしたのい に触れた螢であtgtの
'ヨ

、ァゥトにならない。

(k)―Eに対する守債r,なわれているとき、本彗―凰同の餞半を走るに魔して、

打省″スリーフツトラインの州潮 (向かつて右側)またはフアウルラインの四期

(向かつて日期)を走つて、一ロヘの送球を機らえようとする爾手の動●を

"げ
たと鬱割員″密めた場合。この際は、r―ルアツドとなる.

ただし、打苺を処理する時手を議けるために、スリーフツトラインの知回 (向

かって司卿)またlaフ アゥルラインの内側 (向かつて日層)を走ることはさしつ

かえない。

1月響」ス卍;;:〕rJχl■7〔rr,′「

`3瘍

ク

'L鷲

覇;]
ばならない。

(1)0ア ウトまたは1アウトで、定書―菫、一・二塁,―・三塁または―・ ニ

言鳳のとき、内野手

"フ
エアの飛建または

'イ
ナーを散薫に落とした臨

ボールアツドとなつて、燿者0遣塁は認められない。

"“

コ 内野手r打慇に触れないでこれを節卜に格としたときには、■書はアウ

トにならない。ただし、インフイールドフライの規則″掟用された場合は、こ

の瞑りではない。
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e●            ,を ァ ゥ ト

1注 ,1 本項は、●●●-0る は

'の

■澪または,イナーを、内苺争″地面に餞
れる前にI事または同事で現実に|●―ルに麟れて、置彗に書とした場合に適用●れ
る。

は 2】 餃へ 撻手および外野●ム A17で朝口した場合は、本項の内躍,と同様に
餃う。また、あら●じめ外野に壺置していた内野争撻螢く。

(■)野手法 あるプレイをなし違げるために、送摯を鶴らえようとしているか、
または建零しようとしているのを前位

―

に衝書したと審判員″認めた

臨

回  この瘤厠

…

レーヤーによるIIし″た0琲スボーツマ・/●な●苺にヽ
するベナルディとして定0られたものであつて、熱 を薔ょぅとしないで、OI
摯′レイのピ本ットマン (書峻●E.r―ルを摯菫するアレーヤ、 すなわち凛摯
■―

一
日亭とわたる薇 なら

―
二日暉い崚綺輌

・
―→饉■2"戦を

らは建●手
"`“

ットマンである)を勁書す0日に 明らかにベース,イ ンから
●rtて

'る
ようa●● 遣ヽ目されるものである。

:潮 まだアウトにならない蘭位の定書の蟷書,苺に対する処置は、本項では定めて
いないように見えう力ヽ 7●8(b)に腱定してあるとおり、このよう0鮨書●為にヽ
しては、その定書はもちろん打なもともにアウトにする菫則であって、このような
織 ●at●Lするために規定さ

…
である。すでIIア ウトになった2各き

た●緯意したばかリ

ー

にヽ しては、719(3)口颯定されている。

(■ )2ア ウト、2ス トライク後本魔を全てた

― "會

への
'‐●餃球に

ストライクゾーンで触れた●●.

この厳、晴 は 鴨 3ス トライク.の摯 を受けてアウトとなり、その■雷つ

得点は認められない。しかし0アウトまたは1アウトであれ颯 ●書は

"3ストライク。の童査を受けてアウトとなり、ボールアッドになるム そ姫 は認
められる。
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工増の輔 によるアウト             倒
"

腱田 0アウトまたは
'ア

ウトの場合には、億の目の定書にも、次ユヘ●壼露
'お

″

あつたかどう●に口肇なく、い れる。ll●h厠

(o, 定書を綸く攻●側チームのメンバー″、融 を処理しようとしている障手の

0備を鯰書した臨   (711勧臨 摯 による鍵 については
""u蓼

饉)

600次の場気 lreは反剋行為でアウトになる。

(3)"書″片足または同Eを完全にバッタース鷲ツクスの外に置いて

'つ

た場合.

欧距日 本瑣は、■書rrを摩●外にIIて′`ツトにr―ルを当てた (フエア
"フ

アウ

ルかを国●ない)と 0、 アウトを富會されることを述べている。苺●は、中

が企てられていると●,艘澪を,と うとするtra●足●躙置に時にさ■を払わなけ

ればならない。●各

…

らn●●したり、動 して崚織を,つことは

"さ

"t'.

(b)敬゛″投澪姿

"ヽ

はいつたと0、 打奮r‐方のパツタースrツ クスから他方

の マッタースポツクスに移った臨

は 1 '事摯

“

■鍼に麟れて撻■
"ら

のサインを見ていると0、 ■●″‐方から他方

の
^ッ

タース・r● ックスに,●た続 本■●迪用して,書●アウトとす0.

(c)187｀ ツタースボツクスの外に出るが、あるいはなんらかの口●によつて、

本基で0日■のプレイおよび鶴手の守●または露球を妨書した場合。

しかレ

"外

として、EEしようとしていたer7ゥ トになつた幹 、および

得貞しようとしたた奮″打書の勁書によつてアウトの宣書を受けた場合は、●奮

はアウトにはならない。

1目螢1 ,看
`踵

手を,書したと●、球書●財書を菫會しなけれ●2らない。,奮は

-7‐



¨ 打者の反則

"る

によるアウト

アウトになり、イールアッドとなる。妨書があつたと0、 ,2は濾ヨできず、

"書斃生の瞬口に占有していたと瘤割員″剰置した塁に毎らなければならない。し●し、

財書されながらも椰争F′レイをして、アウトにしようとした-7ウ トになっ

た場合には、現実には擁書″をかったものと,えられるべer.その-7ウ ト
となり、trtは ァゥトにはならない。その熱 崚 は、

一
ウトにされた

ら●gはなかったものとするという菫剋によって、遺菫も●●●ある。このような

ね 呻 されなかったようにブレイは韓けられる。

'會
″奎捩りし、

`ス

イングの奎,■,その所やするパフト″、儘 ,きた0●凛
に当たり、審判員″菫凛ではないと,莉回した場合は、●●0,書とはしないス
ポールアッドとして定書のEEをIIき ない。lrFについては、お 1ス トライク、,
2ス トライクにあたると営は、ただスト,イ クを●●し、日3ス トライタにあた0
と●に

'書
をアウトにする。(2ス トライク螢o・ファウルチッス も合0)

:餞 11 1r― りしなかったとo、

一

を構手′そらし、そのポール
"1ツタースボックス内にいる動 する′`ウトに触れた摩はr―ルインプレイで

ある。

1注 21 本項は、

一

でのアレイを,書が,管した場合も合●.

″奮に姑書行為′あっても、定書を,実にアウトにすること″で●たと●には、●
■をその摯まとして、その定書のアウトをロヘ 韓書と函饉をくプレイ13●けられ
る。しかしアウトの機会はあっても、

"手
の幸 を生オした場合には、■■

にアウトが成立していないから、本瑣●前段を濾用して,書をアウトにする。
なお、重手からφ藩苺によって,ンタウンアレイr崎菫ろうとしたら、瘤割員はた

だちに・タイム を宣管してlraを妨書によるアウトにし、建書を元φ日に日す。

(d),者″、いかなる方蟄であろうとも、ボール●飛躍菫を伸ばしたり、昼常な

反発力を生じさせるように政遭、mIEしたと書莉員r剌断するバットを使用した

り、使用しようとした場合.

このようなバットには、田めものをしたり、自回を平らにしたり、釘を打ちつ

けたり、中をうつらにしたり、謗をつけたり、′
'ラ

フィン、ワックスなどでおお

って、ポールの飛躍離を伸ばしたり,腱常な反発力を生しさせるようにしたもの
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打 颯 の 晨 り

F含菫れる。

●●・Fこのようなパットを使用したために日0た遣日は認められないが、アウ

トはわ られる。

lr●はァゥトを蟄 さ●.賦合がら餞かれ、後日リー74●によつてペナルテ

ィr●tられる。

:屋注】raFこのようなパットをやつてメツタース●ツクスに入れ颯 lraは鎮厠

鴻■●バットヨ宮日した、あるい

“

償用しようとしたとみをされる。

Itl アマチュアー はヽ このようなバツトを使用した場合、lrgに はアウトを
=

●するにととめる。

a∝ ●●14に農り
'あ

つた続

(a)●畑豪に鶴載されている打奮颯 その番0と書に

'た
ないで、響でない肛着

t^上位椰書)″
"●

を完了した は 奢となるか、アウトとなつた)楓 種■方

″この瞑りを発見してアピールすれは 工位打書はアウトを童●される。

ただし、不■位

"曽

●打撃莞了前なら嶼 工位

'者
は、不工鷺訂書つ得たスト

ライクおよびポールのカウントを受け継いヽ これに代わつて●●につくことは

さしつかえない。

(b)不エ

ー

売7したと書に、守劇瑯チーム″ 増調
～"崚

“

ntに譲

鬱にアピールすれ颯 球書は、

(1)工位打省にアウトを●●●る。

(2)不正位打奮0●球によるものか、または不二位打奮

'安
打、失蒸 四死建、

その他で‐菫に遣んだことに燿国した、すべての道昌●よび●貞を麟効とする。

lol er.不 正世釘奢‐ ●●に壼菫 r―ク、●●.趙違などで遣目す

ることは、正冤●濾ユとみをされる。

0●7

´″―



a●7           ●颯の銃 り

:注 11 ホ会(b,(c)(d)■ でいうい とはヽ 量手F次に面し●●● 〈t,
ずれのチーム●打ながt国わない)へ :難を腱した場合はもちらん、たとえ螢球し
なくても、その前にブレイをしたり、′レイ強 た場合も合される。
ただし、アピ=ルのための層錮た2●.ここでいうブ レイ.に合されない。

lt21 
～

ヨ期

"節

″r離によるものが、

一

は建んだことに自コした、
すべての追菫●よ●ヽ 点を無効とするとあるム 遺墨だけに瞑らず、今上位打奢●
lr●●●による●べての′レイを螢力とする。すなわら、不

=位
打奢●こゴロで一

日燿奮″二昌でフォースアウトにされた篠 アピールによつて■●″彗,アウトの
日目を受興 ―□黛瘤,フオースアウトは取り清される.

(c)不エセ釘奮″打■を完了した篠 鶴調■理贈お 前にアピール″ながった場

合には、不正鷺打書は二億打書として認めらな 鶴合はそのまま繊けられる。

(d)(1)工 鰤 置ム ●●贖の晨りを発見されてアウトの童管を受けた場合に

は、その中 次●●臓●

"會
″正規の次,書となる。

(2)不正位釘者″ ■賄■

"贈
鉢 前にアピールがなかったために、EmEと

認められた場合には、この■位化された不正世釘増0次に位する●増
"■

槻ゆ

次

"書
となる。不工位訂費つ打睾行為″工当化●れれ颯 ただちに、打顛はそ

の工位化された不正位

“

書の次の

"奮

に回つてくる。

鮨識鐵 書囀員は、不を地口書″ くッタースボックスに立っても、何人にも餞量を喚
鶴してはならない。各′―ム●●●.′レーヤーの不棗●餞鸞″あって、初めて本
棗の適

"″
可壼となる。

燿聾驚

" anを
次のように虚 して、ゆ 瞑りによって菫じる種 の々状鵬を

例証する。

田 … 123456789
■奮…… A B c D E P C H :

鬱回 1l A●打順にB″tッタースボックスに入つて、投澪カウント″2-1
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打猥 の瓜 り           ●●7

となつたとき、

(a)攻燿質¨ 露りに気づいた。

(b)●ONはアピールした。

l●●l どちら●場合も、Aはカウント2-1を受け鬱いでBと代わる。この隠

アウトはない。

睡 21 AO打順にBFrち、ニロェを放つた。この場合、

(3)鯛 期はただちにアa―ルした。

(b)守償側はCに 1球″投じられた後、ア′―ルした。

鵬騎鵠 (3)工位打奮Aはアウトの童首を受け、B″工颯の次打書となる。

(b)Bはそのまま二こにととまり、C″工規の次打奮となる。

lag31 A、 Bともに四忠 Cはイロを打つてBをフォースアウトとして、A

を言日へ逍めた篠 Dのπ順にE″ ツ`タースボツクスに入つた。そ●rr●●

●摩性″あつて、Aは,点し,Cは二塁へ遣んだ。E″ヨ●を,つてアウトと

なり、Cを二菫

…

。この場合、

(a)●償回はただらにアピールした。

(b)守倒露は、次にパッタースl17ツ クスに入つたDへの1露
"毬

じられた後、

アピールした。

囲    (3)工饉

"書

D"アウトの童書を受け、Bの
「

摯行為のために'コに

邁んだ0・・
~■へ戻されるF.●級によるAの得自およびCのニロヘ0遭議

は、E●丼●行為とは回係なく行なわれた遭日だから有効となる。Eは次打

者となつて喜び●たなければならない。

(b)A囃 は認めら●.C‐三日にととまる。EItしたEの次のF″■

妙 次,T書となる。

曖 41 2アウトnar、 F●●mに Hralて
=口

"し
、全鸞奮を得菫させた。

こ始 、

(a)守劇期はただちにアピールした。

(b)蜘 はCに 1総r投じられた後、ア′―ルしたo
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眩            ,層 の議 り

囲    (3)工位のFはアウトの宣螢を受け、得貞は全S認められない。C″
次回の目 11rFと なる。

(b)Hは三量にととまり、3点が国録される。1″工環の次釘書となる。

飩 31 2ア ウトnaで、Fの

"菫
にItrulて三塁打し、全定書を碍点させ3

点を記録し、続いてバッタースボックスに入つたCへの1爾

`殺
じられた後、

(a)Hは二量で餃手の送球によリアウトになり、政守交代となつた。

(b)G″飛澪を,ってァゥトとなり攻,交代した″、アピールFなく、相手
チームが攻撃に移った。

こ●
~●

●場合では睡″次回のS:打書となる・●.

leel(a)1で ぁる。Cへ●1露″投じられたのでHの三日

"は
工当化され、

1″正規●次

"書
となる。

(b)Hである。日手チームのコ l"看へ● 1露″崚じられるまでにアピール
がなかったので、Cの

“

摯行為は正当化されるから、Hr工規。次

"書

とな
る。

回 3】 A●打順にD″■て四摯を得た後、A″バッタースボックスについて、
1露

"蜃
じられた。その麻 Aへの機球前にアピール″あれ颯 工位打書のA

'ア
ウトの食●を受けて、D●四零彗取り情され、B″正規●次打書となるス

すでにAに 1澪

"崚
しられたために、Dの四露は正当化され E″ェ環●次

"書となる。ところr.不正位のAはそのまま●●を続けてフライアウトとなり、
B薔ス・7タースrッ クスにっぃてしまった。この霞も、Bヽ 1導″投●られる
までにアピール″あれは 工位

"書
のEがアウめ 宣書を受けて、F― の

次打書となるはず減妹 またしてもアピール
"な

く、Bヽ 1麹●投じられたの
で、こんとはAの打撃行為″正当化されて、Br工菫の次

"を
となった。その

B″四摯をヽ てDを三日
^迪

め、次″書OCは飛理を打ってアウトとなった。
D"工鋼の次

"音
でぁるはずだ誅 二量た者となつている。この臥 だれ″エ

凰の次″書となるか。

購腱‖ D“

“

順を麟っているな すでにIE●化さ払 しかもヨトにいるから、

―



r者が安全にB曇できる場合

Dを抜かして、日を正調の次釘者とする。

m

a"lreは、次の場合走奮となり、アウトにされる●それなく、安全に一日″与え

られる。(ただし、

'書
″―塁に遣んで、これに麟れることを条0とする)

(a)審判員″°酔ヽ を宣0した臨

躍盤獅l鯛:鮮疇‥ 欝ギ盤涯論難蕩轟:
全0なくOItる。この青え方は、腱墨のと

'お

よr― を出0させると0にも菫

:鋼電鰍 :セ麟 轍
Frに麟澪●れるとアウトになる。また、与えられた昼に触れそこなつてその目よ

りも金分噸 もうとした場合は 、翻奉またはその日

…

アウトにな0.

(b)●奮″

'と

うとしなかつた投澪t触れた場合。

ただし、(1)バウントしな,織摯ム ストライクソーンで

'奮

に触れたとき、

(2)●會が隣蹂を譲けないでこれに麟れたときは撥かれる。

バウンドしなt攣銘″ストライクゾーンで打奮に麟れた場合には,●●lFこれ

を避けようとしたかどうかを|1赫Rすべてストライクガ童●される。

しかし、崚薄″ストライクゾーンの外で

'書
醸 しかも、●eFこれを建

けようとしなかつた場合には、lr―ル″菫書される。

l●El "書が綺球に触れたr―Eを籠さ繊 かつた場合も、r―ルデツトとな

り、Cteは適日でoない。

い1織
Tlit憮鯛 蹴 潟tttt::子

¨
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“"             '者
が安全に追彗できる場合

:注 2】 口嶽晨 ストライクソーンの外で,書にntlた 0金でも、そ

…

スト
ライクツーンを置っていたと0には、打奮,こ れを理,たかとうかを国わず、スト
ライタ″

=奇
される.

:筐 31 ●軸 を建けようとしたゎとぅかは、一に動 師によって決定され
るものであって、崚澪の驚質上理い こと″で0なかったと摯審″莉断した場合に
へ 避けようとした●●と同様嚇 れる。

電暉鼈赫鰤ξF意識i瞬躍鑑輩舞驚
た攪線に饉

"^場
合●織く。

(c)時 またoその他の饉手ム lraを妨書 (イ ンターフェア)した場合。
しかし、妨書にもかかわらずプレイ″続けられたと営には、攻撃側チームの藍

督は、そのプレイ″終ゎってからただちに、妨書ヽ為に対するペナルティの代わ
りに、そのブレイを生かす目を継 にE●することF●●る。
ただし、妨書にもかかわらず、●― ●、失緊 四電、死ふ その他で一目

に適し、しかも他の全定書″少なくとも1個の目を遣んだときは、妨書とは関饉
なく、プレイ図誡

`ナ

られる。

議::貯
ゆしたittζ拓澪!:1:簿妻慇護;り1,7:

'ヨ
迪

'″
‐日を重過したり、定謹′′菫を●遺しても、●蜘 に菫定され

ているように、日に到連したものとみなされる。
Eer/レイを

―

.)蝸
竃覗:籍欝言夢

°
め:詈輩露ラ紫題F露辞:,3:鯉翼 鐵I:

十



抒書が走者となる0合               0●

も、建を三塁で1アウトとなる方出 でもおい。

三塁た●F査菫拿たはスタイズブレイにより

'点

しようとした0合のベナルテイ

彗、7頭に

'定
されている。

:懲認:鼈螂 魔驚諄:電鮮
がらやり直させる。

:鞍 題ゝ客

“

鮮鷲優

'欝

露鶏1:競轟しヽ″
`“

監議
すことはで0ない。

蝙 蜆 鶉 鸞 :爾

(d)野手 (崚手を含む)にatrいないフエアボール″、フエア地域で観割員ま

たは定書に郎れ編

ただし、内障

`贈
を瞼く)をいつたん置題するか、または離手 (授手を合

む)に餞れたフエアr―ル″書判員に触れた場合には

“

―ルインブレイである。

C∞ わ 観Fヽ IFeは定書となる。

(a)フエア

“

―ルを打つ続

(b)(1)F・ F―Eにいないとき、(2)掟奢
"一

目にいても2ア ウトのと●、

観 ″g3ス トライクと宣0された崚澪を鶴らえなかつたい
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°m                
打金がた書となを霞合

躍藤1鷺趙 藷瀧:て明‰量
(C)野手 (骰手を餞く)を通遣したか、または野手 崚手を含む)に触れたフェ
アボール″、フェァ地域で書割員または定書に触れた臨

(d, フェア驚黎二 本昌からの菫腱″るα
`(761"")以

上あるフェンスを

勝ξi:L:fン
ドに入った場合、打書,すべての菫を正斑に触れれ颯 本塁打

フエア飛鐵″、本量からの菫撻
―

   (70199,)未 綺のフェンスを越え
るか、スタンドに入った場合は、_mr● ぇられる.

(e)フェアボールF.地面に麟れた機、バゥンドしてスタンドに入つた場合、ま
たはフェンス、スコァボード、議本およびフェンス上のつる草を抜けるか、その
下をくぐるか、換まって止まった場合には、,書、定書ともに2個の遭コ海

"与えられる。

:劇 麺 に触れた。とぁるのは、インフライトでなセ漱菫をおす.

(1)フェアボール (地面に触れたものでも、地面に触れないものでも)ム フェ
ンス、スコァボード、議木およ●7エ ンス上のつる幕を数けるか、その下をくぐ
つた場合、フェンスまたはスコァF― ドの臓閲を夕けた場合、あるいはフェンス、

2][」 [】薔緑 :ζiζ19『
る事に決まって止まった場合には,"書、

(8)′ ウ`ンドしたフェァボールム 民事に触れて遺路″変わり、フェアjLuまた

場合に と:こ】倍分:査選,ζlttFを
越えるか、くぐるかした

(h)フェァ

ー

に触れて遣路″変わり、
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● 名 打 壼

(1)フアウル地域のスタンドに入るか、またはフアウル樋馘のフエンスを越え

た場合――

"書
に二塁が与えられる。

(2)フエア地コのスタンドに入るが、またはフエア地域のフェンスを魃えた場

合―‐

"書
に本菫″与えられる。

ただし(2●場合、そのスタンドまたはフエンスが、ホ菫から2511Z`

(761"●)楽瑣●躍餞にあるときは、Ⅲ書に二量″与えられるだけである。

:奎1 機 ■で、■奉 鋪 ともに2個の瑯綱 ″与えられる翅合●.中
彗時に占有していた昼を書0とする。

atOリ ーグは、樹名打省ルールを使用すること″でする。

(a)僣客打者ルールを使用しているリーグに所属するチームと、これを使用して

いないリーグに所属するチームと″試合2●なうと0には、これを使用するかど

うかは続 めによる。

(1)ワールトシリーズまたは澪公式鶴合では、ホームチーム″これを使用して

いるときには、使用する。ホームチーム調脚電していないときには、使用しな

い .

(2)オールスターグームでは、同チームと同リークFleしたときだけ、使用

する。

:響.鋼篤窮緊鍛騨退:解彎沼ご;麟緒ラ
`

ルを使用しない●●●も、画チー2●劇
"笏

ヒ壼″あれ藍 樹名raルールを使用す

ることrで0る。

1221 アマチユアー 、は、
"名'奮

ルールについては、各露菫●興定mIIする。

(b)指名打奮ルールは次のとおりである。

(1)力発設

'ま

たは救援投手
"打

つ番のときに他の人が代わつて

'つ

ても、そ

0● 0
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樹 名 ,,

の機球2-き ることを条件に、これらの績手に代わって,つ打書を調路す

ること,薔される。

餃手に代わって,つ鑽客肛書は、鶴合露鯰前に選ばれ、露書に手渡す打頭観
に国載されなければならない。

―

に10Aのプレーヤーを屁鷺した

″、増名,書●特定″されておらず、露轡″ブレイを富書する前に、審判員ま
たはいずれかの監督 (またはその観名する勧 lFtの瞑りに●●|ヽ たとすは、
露書は、監督に設手以外の9人のプレーヤーのうち口″宙各

"書
になるのかを

や定するように,じる。

1目螢1 -明 ら,を諄りta、 賦合贅珀前であれば,正すること″でい 。
1401d口議螢 鬱躙ゆ

(2)試含露始前に交換された●順慶に目載された調名打省は、稲早チー21のヵ
発級手に対して、少なくとも1富綸、Praを見7しなければ奏代できない。た

だし、その先発授手″交代したときは、そのあ層はない。

(3)チームはあずしも餃事に代わる鑽客打宥を指名しなくてもよいム 試含m
に個名しなかったときは、その試合で指名打書を使うことはで0ない。

(4)調名打書に代えてピンチヒッターを使つてもよい。聖名打奢にR●った打

奮は、以後お名打書となる。違いたい は 再ヽび鶴合に出場できない。

(5)自名●書″守oにつぃてもよいム 自分の書のところで釘●を続けなけれ
ばならない。した,って、岬 ●Eいた

―

を受け継ぐことになる。
ただし、2人以上の交●″

"な

われたと0は、建督
"、

打撃頭を指名しなけれ
ばならない。

(6)僣姿打書に■わって代鸞奮″出場すること・F●きるム そ●定書
"以

後調
各

"野
●

“

回を受け毬ぐ。申 ピンチ,ンナーになることはできない。

(7)壼名打書は、釘顛表o中でそ●番″固定されており、多織を交代によって

お名

―

を変えることは絆されない。

―

“

―



樹 名 ,を

(3)警壽F―鷹世

…

についた臨 それ以榜崩罐詢降●X艶回喘媚置す

る。

(9)ピンチヒツター″試合に出場してそのまま観手となつた場合、それ以後増

名融嗜

“

引出回け る。

(10)餃手
'議

餡肛書に代わつて打0した場合、それ以後鑽名

"書
つ根回は情国

する。拭合に||●している観宇は、僣客

"費

に代わつてだll●●″できる。

(11)菫督″打順表に10人のプレーヤーを鶴載したガ、脚 會が特定されて

おらず、は含函簸螢3E、 ●●lF―ムの壼督″その晨りを博濤に僣●した場合は、

(1)チーム岬 についた後では、投手は、守機につかなかつたプレーヤー

の打撃順に入る。

(饉 )チーム,まだ0償についていないと0には、構手■ そのチームの厳

が置定したrrenに入る。

いずれの場合も、投手″●●かわつたプレーヤーは交代したとみなされ、賦

合なら場き、それ以後露名

'書
の猥回

…

る。露り

…

鑽機される前

に歯きたブレイは、彙則

“

アにより、有効となる。

(12)観

^"曽
炒守餞掟置についた場伝 それ以後指名釘増つ崚創は障露する。

(1) 調奮

"書

に代わつて出場させようとするプレーヤーは、書名打奮つ番″く

るまで属け出る●雲はない。

(141 他の守●位置についていたプレーヤー|lurになれ颯 それ以後鋼

^"書の役割は澄減する。

(lSI 指名●書は、ブルベンで櫨手を構める以外は、ブルベンに座ることはでき

ない。
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7“-702            ■ の 音 な 極

700走    者

Z01-7ウ トになる前に他の走省つ麟れていない日に触れれ嗅 その目を占有
する権利を猥得する。

その定書は、

(1)アウトになるか、

(2, その餞に対する工親の占有構を持っている他の定書のためにその基を明け
置す輔 ″生じるまで、

その糧利″与えられる。

腟議ヨ 2=″菫をエコt占有する●莉を得て、しかも投゙ F撻摯奎
"に

入った場合
は、元の占有目に戻ることefFきわない。

7載 定書は遣量するにあたり、一風 ニロ、三塁、本菫0回事に従って、CEに麟
れなければならない。建定しなければならないと0も、ユ

"の
各環規定のr―ル

アツドとなつていない限り、すべての2を通の画宇ヽ 再度触れて行かなければな
らない。前記のポールアッドの際は、通中の日を踏きないで、直接元の量へ短るこ
とはさしつかえない。

1注

': 
ボールインフレイ申に日0た,為 (たとえ

…

Ⅲ―ム,ン または日外
に出ヽ フェアヒフトをと)の僣な 安全油塁ヨ,口められたと0でも、定書ス ロ
塁議 は遺たするにあたっては、各日を正景に触れなければならない。

1注 21 鍵
=し

なければならないと0.というのは、
0 フライ″Лんでぃるうちに次菫へ迪んわ■

"“
鶴摯されたのを見て燿日しよう

とする場合 (71BI参照)

0 口を菫適した定書′、その目を踏み直す場合 に10bttm
O 自分よりも前位のた者嚇 じる●それ7Faる場合 (7“h輌
を僣すものであって、このようなと0でも、理の口,で,日に麟れなけれはならな

―



同一墨上に2人のた者 70-7●

t,.

7m m― allに 2人の建奮

(a)2人φ走奮
`同

鑢に一つの目を占有することは密されない。

“

―ルインブレ

イの諄、2人の建奢が同一の目に触れていると0は、その目を首有する機利は前

世の掟奮に与えられているから、螢位― はその日に触れていても麟建されれ

ばアウトとなる。ただし(b鴻鋼用の場合を織く。

(b)●
―

となつたために磁 ●議が奎し、2人φ鸞奮
`螢

位の企●
"遣

むぺ書日に餞れている場合には、その勲 占有する構利は餞伎●走者に与えられ

ているので、前位のた省は餞球されるか、野手″

“

―ルを爆●してそのた省″E
むべ0菫に触れればアウトになる。ビSe錮

704次の場へ ″書を腱く各定書は、アウトにされる●それなくl償●目が与えら

れる。

(a)鷲―夕″宣育されtu・
(b)打奮

'次
の理由で走奮となつて―屋に進むために、そのた奮

"屋
を明け渡さ

なければならなくなつた臨

(1)lro7ゥ トにされる●それなく、‐菫に適むことrFされた場合。

(2)'奮0'つたフエアボールが、野争 l●●を含0に 触れる前か、または

野旱 徴手を陰く)を錮格する前に、フエア地鶴で雷判員もしくは摘の0者に

動 た 燿

“

野 .

:鴨癬ガ:麗‰謝鯛嘉 :書息輩 1:見 :難
墨に麟れた後にアウトになつた場合でも、他のた者の安全ユニ樹に移■を凛ぼすこ

とはない。

した′って、2アウト螢そ

…

えられた日にはれt螢にアウトになり、日3
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刊

“

             定書が安全
`I湾

彗できる0合

アウト″成立しても

―

″ある前位のた査は、そのアウトの後で本日を踏ん
でも縛菫として●められる。

匈―-2アウト銀 ,着嘔

…

,こんヽ こコを回つてオロの方へ向
かつてきたム 菫字からの藩難●餞織アウトとなつた。たとえ2アウト後であつて
も、四線と同韓に

一
本日に押し出されたの、 すべての建書に次員へ瀬し

て麟れる囃 まれたという菫●
―

,て縛貞″ロロされる。

:日 本コ t鷹測 は、中 を得たために、ロトの各走壼に次コヘの螂
糧′与えられた渇合だけに適用される。

(C)露手″飛球を構らえた後、ベンチまたはスタント内に何れ込んだり、ロープ

を鶴えて観衆内 (観衆″鶴織場内まで入っていると書)に倒れ込んだ場合。

:原注1 ,■こェ椰●疵織をした螢、スタンド、肛熱 ′′グアウト、また0その他
7F―ルアッドの値所に匈れユんだり、あるいは口摯した優タックアウトの中で衡れ
た場合、●―ルアクドとなり、各定書は躍,″倒れ込んだと0の古有量から1■の
理目蜻 さⅢあ.

(d)軸 を企てたと0、 中 またはその他甕 に鍵  (イ ンター

フエア)された臨

臓日 本■は、盪日を企てた目に着書″いない場合とが、邁もうとした日

…

ヽ
ても、そのた奮もともに●菫を企てていたために次重へ″遣ヨrFrされる場合だけ
にallされる。しかし、適もうとした目に定書′あり、しかもそい を全
てていない場合には、たとえ壼菫●る″あってもそ― のn菫●昨されない。ま
た阜に日を饉れていた口慶で

一

れない。

(e, 露手力躙門に マスク、その他着夕の一Sを本来つけているい ら撥して、

+



,者と走議が安全にXIEraる 場合

餃摯に改意に触れさせた場合.

この巌はヾ―ルインプレイで、Ht―ルに触れたと●―
の位置を基準に基F

与えられる。

1731●l ボールインプレイのもとで1個の日に対す

―

を得た建書

″、その目を踏まないで次菫へ遣もうとした場合、および2個以上の目に対す

る安全遣重構を得諄 与えられた最終塁に違した後は鷲―ルインプレイ

になる規則のもとで、その目を踏まないで次ヨヘ逍もうとした場合は、いずれ

もその建者崚安全遭凰樹を失つてアウトにされる●それ,ある状館におかれる。

した″つて、そ●Etlこと″絆された日を踏み猥ねたた奮は、その●幡した昼

に帰る前に、饉手によってその身体すたはそ●Eに触燿されれ颯 アウトとな

る。

電ょ:鮒駐龍努努農誘:を醸::霧I;翫訪;L努甦
じ,つた。●●は三日●●■して本凰へEも うとしたユ 逮■で`

",い
て三菫ヘ

職み直しに憑ろうとした。この目、treは もは,三塁へ安全に饉ることは||さ れな

いから、その,奮″三二に饉●コに、″手′,奮菫たは三日に菫事してアピールす

れ颯

"額
アウトになる。("ヽ cttm

7ヽ 次の場合、各定書 l●●aを 含む)は、アウトにされる●それなくEE●る

こと″で0る。

(a)本菫F与えられ特貞″口鍮される場合――フエアボール″インフライトの状

態でプレイングラィールド0外^出て、しかも、各走奮″正気に各凰に触れた場

篠 また、フェアボール″インフライトの膵 明らかにブレイングフイール

ド●外へ出ただろうと露割員″判断したとき、野●rグラス 颯手、その他着タ

の一部を●lr●けて、その議路を変えた略

つ l―



′

“

              lr2と ヵ議●■と2●饉量できる船

は 1】 フェアの打難′インフライトの状コa明らかにブレインクフィールドの外
へ■ただろうと書コ員″莉菫したと0、 機象やヽ などに麟れた場合に

“

、本昌″与
えられる。

摯 たはインフライトαワ掏

^島
●餞れA●●は、ポールインプレイヽ あリイ

ンフライトの状■は綺く。し,し、プレイングフィール■■ lt■ lの鳥または,
吻は麟れた饉合は ヽ―ルイン′レイである●.イ ンフライトの状■でなくなる。
また、崚摯″島に触れた場合●、r ルアッドとしてカウントしをい。大など′フ
エア慇 潤膠また。

・
織をくわえたりした場合には、館―ルアゥトとして書莉

員の莉菫によって拠こする。

腱
=21 

マの迪珀綺口腱ス襲

“

ヽ とあるF.イ ンフライト
ー

明らわ

“

ブレイ
ンクフィールドの外へ出ただろうと審判員″コ鮨したフェアの打球颯 ,手の●lr

つけたグ,力とに触れて、グラウンド内に落擁 と0でも、本調
"鶴"お

.

(b)3個の目′与えられる場合――晦 輻
=マ

スクその他彗衣●―部を、

本来つけている個所から鐵して、フェァボールに故意に触れさせた場合。
この鷹●ボールインブレイであるから、,書はアウトを麟して本基に遭んでも

よい。

(c)3償のall●ぇられる場合――野手ム グラ′を餃意に級贅 、フェアポー

ル鰤 させた場合。

この露はF―ルインフレイであるから、■●はアウトを簿して本こに遭んでも
よい。

lal ここにいうフェアドールとは、露学″すでに触れていたわどうかを国わない。

(d)2個●Br●ぇられる
―

晨饉 ム ●7、 マスク

…

い を、
本来つけている硬所から腱して、逆摯に燎態に触れさせた続

この饉はF―ルインプレイである。

(e' 2個ほ

"与
えられる

…

量陣 ム グラフを雌 に投げて、通熟t勲
させ繰

―



肛者と建金が安全に工墨哺 る●●

この瞭は tt―ルインプレイである。

7●

ibcdeE゛ i 崚げたグラス 本楽●渤口から●したuF.マスクそ●値Fr―ル

に腋れなは このペナルティurlされない。

Ic e菫姜目 このベナルティは、

"織

または港摯の

"…
おされて、口,●手●らグ

,′こ腱けたと0、 あるいHtEしく鑢らえようと明ら,に

“

力したにもかかわらず、

口手の手

'ら
グ,… は、適月されない。

【bede劉 職■により、本頭の,為
"き 'れ

た層a●斃漕●遭ョ●鶏点は、野手
″崚喩 グラス 本案0位置から麟した僣子、マスクその他l・mま た●譲織に麟

れた疇口とす0.

(1, 2個の襲 えられる場合――フエア

…(1)メウンドしてスタンドに入るか、または饉手に麟れて適餡
"変

わつて、一

目または三日のファウル饉外にあるスタンドに入つた臨

(2)腱技場のフエンス、スコアボード、口木 またはフェンス●つる事を菫け

るか、その下をくぐる

^袂
まつて止まつた場合。

(3)2個の基″与えられる場合――や螢田R
(1)餞菫場内に●AFあられ出ていないときに、スタンドまたはベンチに入つ

た場合。(ベンチの場合は、り′
'ウ

ンドして颯技場に戻つたかどうかを固わな

0,)

(2)餞捜場のフエンスを鶴えるか、くぐるか、抜け続

(3)スックストツプの上部のつピ●から、上方に0め繭 つてある金網に上″

った●●.

(4)観衆を傷議している金網の日に換まつて■まつた場合。

この醸 、r―ルアットとなる。

審判員は2個●EEを籠すにあたつて、次の定めに従う。す0わち、打錢奥菫

い のブレイに●●く感藩露であつた場合は、観手0餃
"彗

時の

各走奮は その他の場合は、鶴褪趙
"霞

手の手を鶴れたと0の各定書の位置
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"者

と力者が安全に筵ユ電 る場合

を薔●として定める。

l●IBl り の内野手●最初のプレイに薔づくものであっても、

●●を含む各定書″少なくとも1個の日を遣んでt,た場合には、その露送球″

―

腱れたと

一

薔軍として定める.

:康奎11 と0によつて颯 定書に2便0日′与えられないこともある。
たとえ颯 油奮―目のと0、 ,を,鐵

―
を打った。定書

“

‐日二重同で,
●■きつており、

"着
崚 量ぎて建書●優ろまで0た.… らえられず、

外野字は Eに活摯したス 薔華はスタンドに入つた。すべてF―ルアフドとなつ
たと0は、定書

―
を与えられた量以上には遺昼で0ないから、一菫たをは

黙 lrtはこョ麟― .

:日螢21 瑯口瘤りをされたと●。という●6は、tO― ●

―

離れ
たと書φことであって、地面に′|ウンドした建線″これを鐘ろうとしたい を■置
したと0とか、スタンド

ー

でアレイ,らはr●●とoのことではない。
内匈手による

―

タンド●●はグッタアウトに入つたら
―

と
なつていない C苺諄鍋籠いは海または薔量を卿してヽ 点しようとしたと書に、アウ
トにしようとした掟學●違苺″スタンドに入つた場合など)ような場合は、その国
藩摯Fa●れたと

一

書事として2-れ る。(7S3●菫
月に自しては、鶴嗜は内澪事とみ●される)

―

ス

"嗜"鳴
trrl●

"っ

た。趙摯,じ、こヨでフォースアウトしようと
してお摯した″質に合わな●った。こ菫手は,書″‐日を■り湾ピてから―E●に

― した。一 通 囀 してぃ

一

とな0。 (このようなプレイ●.B華
●●されたと0,,奮定書″―目に理していなかつたと0は、●督た,は二菫″鷹
き

“

め )

(b)1個の菫″与えられる場合――

"奮
に対する投手麒 または腱■瞑上摯

ら定書をアウトにしようと試み

…

スタンドまたはベンチに入つた輸

麟載場のフェンスまたレ ッヽクストフ/●越えるか、,け輸

この際断 ―ルアッドとなる。
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●者とt●が安全にlR■で彗る場合

““

El 投手の崚薫
"毬

手を通適した後 (崎手r触れたがどうかを固わない)さ

らに鶴手またはその他の質手に触れて、ベンチまたはスタンドなと ボールデ

ッドになると務定された値所に入つた場合、および掟

`″
捜手な■から倉書を

アウトにしようと試みた狐 その菫を守る露手を補橘した後 (その野手″

触れたかどうかを固わない)さ らに野手に触れて、前日の個所に入つてボール

アッドになつた場合、いずれも、投゛の設黎当壕の各掟者の位置を彗撃として、

各た書に2個の星を与える。

(1)魯憩首、1箋農首あ投澪が、球書か愉手のマスクまたは周スに換まつて止まつ

た場合、1個の日
"与

えられる。

ただし、打書●西霞日、^彗猿首み投球r(h)●ょび(1)項風定の状態になつて

も、

"省
には一ロドヽ えられるにすぎない。

lE奎 !: た●Fアウトにされることなく1便きたはそれ以上のaF●えられたと0
でも、与えられたコまたはそのこに

=る
までの議■の基に錢れる0置を負うもので

ある。

例■一打書
`内

野にヨ●を打ち、

―

スタンドに腱 だ。■を建省

は一日を置きないで二塁に迪んな π― は二塁を整されたわけだ凛 ボールイ

ンプレイになったヽ 一昼でアピールされればアウトになる。

臨 注 21 ■諄璃けらえられたので元の■に苺らなければならない定書は、グラウン

ドルールやその世の規則によって、金分0ロガ与えられたと0でも蜃手の菫澪当時

の音有曇のリタッチをスた0なければならない。この麟、r―ルアッド中にリタソ

チを築たしてもよい。また、与えられる日は

'タ

ツチ●興えきなけれ■ならない目

― となる。

:注】 ●費のを憑議 た●二猥目の観■●世摯″、(h)項 l●alの状露になったと

OR● ●にもニヨ″与えられる。

7●

¬ ト



7●                オプストラクシ●ン

706オプストラクションr4したときには、書判員は °オプストラクシヨン.を童

管するが、またはそのングナルをしなければならない。

(3)定量を,けられた定書に対してプレイr'なわれている飼aき たは打着走

含″―風に触れる前にそ0走量を,げられた場合には、お―ルアットとし、屋上

の各定書はオブストラクンロンガなければ違しただろうと書割員
"勁

掟する菫ま

ヽ アウトのおそれなく濾菫すること″辟される。

奎目を妨げられた建書は、オプストラクシヨン
ー 時すでに占有していた菫

よりも少なくとも1個発の適菫″絆される。

た塁動 げられた定書
"遭

菫を静されたために、目を明け渡さなければ,らな

くなった前位の定書 (定2を妨げられた定書より)は、アウトにされるおそれな

く次塁へ遣むこと″絆される。

lel 撻手はボールをやたない0得 意しようとしている動 をあさぐ

根利はない。菫鑢 (ペースライン)はた書の茫綺であるから、鶴手は、まきに

適摯を鑢ろうとしている●.洒露″直線蟷手に向かって0ており、しかも十分

近くに0ていて、簡●″これを受け止めるにふさわし,l●Eを占めなければな

らなくなつたと0か、すでにポールを持つていると0だけしな 屋線上に位置

すること″で0ない。この規定に違反したとみなされる機手に対しては、■割

員はあずオブストラクションを宣會しなければならない。

鮨識J 壼昼を,げられ― に対してフレイ
""な

われている場合には、雪氣員は
・タイム.をg●●ると0と同じか

'ヽ
コ事を頭上にあげてオ′スト,クションの

・/′ナルをしなければならない。オブストラク●/ョ ン●●/′ナルr,a●れたと0
は、たたちに

“

―ルアッドとな0。 しかし、奎莉員のオブストラタ・/8ン●童自″

なされる前に、聟手の,を離れていたボールガ感藩苺となったと0に疇 オブスト
″ ョン

ー しなけれ颯 その露逮摯によつて― されるは

'の
BFtのた

者に与えられるべ0である。建罐′二塁三国町●膨●され すで織 わらのコ

諄″インフ,イ トの状菫oと oに、=ロヘ迪もうとした定書″二菫■に燿菫を鮨′
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オブストラクン,ン              例∞

られたと0、 その送澪″グッタアウトに入つた場合、その
=■

には本塁″与えられ

る。この熱 価のを奮に回しては、オ′ストラクション″童●される以前に古有し

ていた目を替0と して2■の日F与えられる。

:注 ,1 内苺におけるラングウン′レイ中に

―

を

'げ
らltた と瘤割員′判断

した場合はもちらな 野■ム 危各 (―晨に麟れた螢の,緒 を含む,をアウト

にしようとして、そ

―

を企てているい していたと。に、その

食奮
"菫

量を

'げ
られたと嘔判員― した場合も同様、本頭

"贅
爾される.

:菫 21 たとえtF.蔵奢二 =目のとき、

一

手に違いllさ れてつ

で換,され この回を剌して_― t゛ =口に違していたところ、換摯書れていた

寇奢

"=菫
へ燿つて0たのr~m● は元のロヘヌろうとし、̈ で決摯さ

れた。しかし、このラングウンプレイ中に
~Ener― ルを,たない

~■l字と,
突したような鳩像 書莉員″=中 を駆めれば・ オブストラク●/Bン .

を宣●し、ポールデフトとして、こコ定書を三ロヘ _mEを 本ロヘロめる処置

をとる。

1注 31 たとえ

“

C― E.●蒙が左B線に安●したとき、LE事は-3●書のニ

EへのE量をはぼもうとして=ロヘ港摯した″、-22.・ ~鳳
を目えたところで

r―ルを41●ない趙摯手と,突したようa●●、奎ョ員ガ理●

―

を昭0
れ藍 オプストラクシヨンを宣合して,ボールアッドにし、―昼た奮に=風の占有

を辟●.IrFについては、書莉員Fオ プストラクシヨンい を莉団して、

二塁へ連したであろうとみれば
~霊

の占有をFtr、 二菫へ遣めなかつたとみれば

-3にととめる。

は 41 たとえ蛛 建奮-2,■着r―ゴロしたと●、ゴロをとった一日手は一EE
書をフォースアウトにしようとこ菫へ透苺したエ ー菫へ向かっている●,と一ヨ

ヘ入ろうとした投,と,-2●■前で■突したような臨 口判真″投摯0定曇

"書を紹めれ颯 オブストラク●7ヨ ンを重●して、ポールアッドにする。この醸 甕

剌員rォプストラタシロンよりも二菫でのフオースアウトが

'に

膚やしたと剌菫し

たと●には,■を定書を一日に、一日定書を
~口

に遺める。これに,して、オプス

トラクシヨンよリニ鳳でのフォースアウト″分に成立していたと剌断したときには、

π壼た奮0‐日

“

有ゆ るだけで、一日鵞書の二墨●のフオースアウトは取り潤

きない。
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7,               スクイズプレイの,■

(b)建3を妨げられた定書中 して′レイFeaわれていなかった局合には、す

べてのプレイ″終了するまで試合は韓けられる。審判員はプレイ″終了したのを

見扇けた後に、初めて
｀
タイム.を宣骨し、あ要とあれ嶼 その判断で,菫勁書

によつてうけたい を取り餞くように遣宣な処置をとる。

:源は1 本痢配自のようにオブストラタンョンによってポールアッドとならない場合、
建薔を蟻けられ

…

ォブストラクションによって与えようと書囀員r莉鮨し
た日よりも船 に

―
は、ォ′スト,夕・/8ンによ

―

なくなり、
アウトを目して適昼したこととなり、餞撃されればアウトになる。このアウトは、
●割員●剌置に餞,く曖定である。

1,11 たとえ

“

定書二日のとき,電
`を

前安●した。な菫事は本昼をうか,った

―
●アウトにしよう響 した。

・ ― 蟻―目を鶴えたところで―

菫事におつかったので、●■員●・ ォブストラタ●/ョ ン.のシ′ナルをしれ 左菫
●0本塁への選摯は鑢■●頭上を越す感溶織とをったの●.二a倉書は,す0すと

41●すること″で●た。オブストラクションを受けた釘密寇をは、I●―ル″颯して
いるのを見て二昼を鶴え、=口をうか,ったとこう、r―ルをぉった●手からのコ
摯を受けたニユ■に三塁画建前に●●●れたような●●.書莉員F.打奮走奮には
オ′ストラクションによって二昼しか与えること″で0ないと●鮨したと書に藍
ニコでのアウトは口●られる。

これヽ 長して、■脅掟音
"=ヨ

■の餞摯をないくぐって三塁に奎0たような続
その三この書有筐認められる。いずれ0鶴nも、

―

は認められる。

は2, たとえ●.,書
"E置

,と思われるよう0長釘を蔵ら、-2を●薔した気
~■lを饉で

=塁
に遣もうとしたとむ、避摯事に,けられて、三苺へ逮むこと″Fe

をかったようa爛こ 書割員は、こ●EIInEを,慮することなく、●●

"aければ違したと思われる●ロヘ遭あるべ0である。もし

"●
が,書●―●コ量を知つ

てアピールすれ嗅 そ●lr●●ァゥトに0●.全彗の央菫はオプストラタ●/ョンと
はなんら国●

"な
いからである。

7観
=ヨ

鐵増ム スクイズプレイまたは盗量によって0点しようと賦みた場住 鶴

手またはその他の野事がボールをやたないで、本目のよまたはその前方に出るム
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,2ア ウ ト

あるいは打奮または,省のパットに触れたと●には、餃事にポークを露して、

はインターフエアによって一日″与えられる。この諄麟jF―ルデッドとなる。

凛
　
確

【注 t】 鑢■′

“

―ルをヽ たないで本唇●■
=た

0その飩方に出るか、あるいは工壼

きたは,奢のパット颯触れた場合●、すべて櫻中のインターフエアとなる。

特に、鶴浄″7F―ルを持腱 いでホロの上きたはそに 出― には、lre
′`ッタース

“

′タス内にいたかとうか、あるいは

'と

うとした

'ど
うかには回傷な

く,饉事のインターフェアとなる。また、その他の

'事
の場書というの颯 たとえ

ス ー昼,など″書しく掟●して、

'事
の優球を本a壼遺コにカフトしてスクイズ

ブレイを鯰17●●苺などを協

:注 21 ,べてのた督は、壼日,る●有鑢に関螢なく、r―夕によつて1■の日
"与えられる。

:注 31 '知
“

神■。餃郷嗜ロヨ霊 ■崚藤 カオわらつ鬱口議 0.

腱
=4】

摯■r摯事橿を工
=囀

すして壼書を劇そうと翅摯したと0に●.機事″本

ELまたはその前力

“

山ることは、工颯なプレイであつて、●螢
'こ

の透織を,て

颯 がえつ

―

として処置される。

708次の臨 定書はアウトとなる。

(a)(1)掟 溜ム 賢■●麟球を織けて、定書のベースパス (企路)から34以

動 てたつた臨

ただし、定書摯打熱を拠理している饉手を妨げないための行為であれ颯 こ

の限りではない。

この場合の定書のベースパス に 密)とは、タツグプレイ″菫したと0の、

た奮と墨を組お直線をいう。

(2)―屋に触れてすでに定書となつたプレーヤーム ペー″
'ス

から爾な 茨

の日に遣もうとする黛思を明らかに放案した●●.

1目毯l  Eに触れてすでにた雪となつた′レーヤーユ はヽ,ブレイは檀けられて

いないと思ιヽ んヽ ベースバスを●れてグフグアウトか0■位置の方へ向かつた
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           走 書 ア ウ ト

と0、 鬱莉員″その行さaE● ろ麹 を放秦したとみなすこと″で0ると剌載し

た蜀合、その定書はアウ崚
=書

される。この醸 たとえアウト′食合されても、

他― に回しては、ポールイン′レイの状鶴″錢けられる。この規回は、次の′
レイなどにコ書される。

例―-0アウトまたは1アウトで、同自●■撻臥 た者―日のとき、コ嗜中嘲麟瘍●

外へ,ヨナ,本ヨ,を,っ た。―口建者は、_Eを疇
`て

,ら、本塁打で自働

"にゆ まつたと思い蘇 タイヤモンド●横切つて自分のベンチに向かった。こ

の回、■書は、本菫に向かってコんでいたよう続 定書は、・測螢に菫もうとす
る意思を放菫した。という電菫で、アウトを食合され 鶴 は各目を腱ん●●
つて本菫打を生かすこと,■される。もし、2アウト後なら颯 本塁●は口められ
ない に 1冽翔●。これはアビールプレイではない。

■

―

きたは三塁で鮨摯されてアウトを童登されたと思l込んでグッグソ
ウトに向がいだし、仕溶としてアウトだと思い込んでいる摯子r"らかだと●■員
r“めるのに適当を日●まで追んでいると●には、地雪は適菫を菫事したという理

由でアウトを宣骨される.

:注 11 嬌●建者の楚路とみな●れる日

"は
、日匈を●●直●を中心としてとおへ

`3=`、 すなわら61●輻の地壼,コすス た●F大きく膨らんで2っ ていると0な

勒 からこのた麟外にいたと0●餃導ブレイ″
=し

た場合は、本項(1)のとおり、
そ― と日

…

Ⅲ3とし織 へ434F.そ獲 噛 あ .

:注 21 本項(:)の
°ただし。以下は、苺手′寇者の建略内で,蹂を処電していると

●、これを妨lFないためにた●″定麟外tだつても、アウトにならないことを月掟
しているものであって、ヤ導処菫餞に饉澪ブレイ″壼じたと0には、本項(1,の罰
ヨ,適用を受けることはもちろんである。

【注3, フォースの状菫におわれているた書に対しては、本瑣(2)を卿ヨしない。

(b)倉曽

^語
譲を故意に妨げた場合、または打ヽを処理しようとしている野●

の妨げになつた臨

臓注1】 ●摯 (フェァボールとファウルr―ルとの区莉なく)を4層しようとして
いる野手の財けになったと鶴剌員によって

“

められたたな0、 い った
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だ を ア ウ ト           703

●散ヨで燃,り
…

さくヽ アウトになる。

しかし、エコト占書を諄

…

ワセコル ,ヽU麟いス フェア地域とファウル地域

との区コЖ 守■の,げになつたe●.無 ″その●書を置菫と瓢断したと0を

籠いて、そのた■●アウトにはならない。審コ員

"、

その●宙を重意と宣青した場

合には次●ペナルティt●t.
0アウトまた中 アウトのと0は、その定書と,書とにアウトを、2アウト螢●と

0は、tr● にアウトをg●●る。

1注 1】 ・●呼夢打
"●

鶴目する.とは、口手力
～
,まに対して

"し
はじめてから打摯

をつかんでき摯し黎わるまでの,おをいう。した″つて、定書颯 前口のどの嘲R
●aでも― lt`,球を処理しようとしている●手を●けヽ ことは る。

【注21 定書″C“ (k)、 708(3)項瑯定●た路を走つていた場合でも、●理を処理
しようとしている●望の0吹 なつたと書氣員″莉断したと0には、本項の適用を

受けて、簾 はアウトになる。

1固1 1アウトた奮‐Bのと0、 三日に麟れている― .三二横に●イ養 フアウ

ルフライを饉らえようとする三菫手の守日の鮨げになったので、=■
'は

機澪で0
なかつた。いかに処二すべ0が .

【割 そ
―

に守億を●17tと嘔割員オロめればその
'書

といなにアウトを
宣●する。

1日注 21 ヨ鬱■国田―
=れ

たた者す蟷書によつてアウトを●●された場合には、

蝉 はそ

―

に、たと
'=露

を占めることFあつても、その

古有は辟されず二塾に婦らなければならない。また、
~■

=■富ra●されたた●

″●書によつてアウトになつた場合も同嶽 囲
=の

た奮

“

―重に対らなけれゆ ら

ない。,曹―
し機 にはいずれ舜 観 で0な t・ ことヽ およ― はエ

“

に次昼にE塁す0までは元の目を置有していうものとみをされること

"そ
の電●

である。

1回 た者―・三日のとe=菫定書
`●

こ本菫コで換

'さ

れ、鯰書によってアウトを

ま育された場合、一日●ヨ,その力害

'a発=以
前に二重をとめておれ嶼 ―E●

なに̈ 古有ガ薔される。
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Z“

(c, ボールインプレイー Faを饉れていると,に麟蒸された臨

“

掟 1: ●2-― Eに走ると0は、たたちに鮨ることを条件としてなら颯

オーバーランまたはオーバースラィドして=量を離れているとし麟球されても、

アウトにはならない。

朧 21 湾書,いったん安全に塁に違した後、定書の樹●で目のパッグ

“

定壺

置から麟れたと書は、その定書に対していかなるプレイもできない。

随 31 あるプレイ中に重のパッグまたはふ―ムプレートが定位置から露れた

とき、ヨ:e瓢 てヽ、次の建奮″遣重して0て、売つ目″置かれていた地点に触

れるか、またはその地点にととまれ颯 その定書は工短に菫に餞れたもの、ま

たは二風に目を占有したものとみなされる。

餞彙1】 四苺を0た●青,■日に適さに●してヽ ただ

“

燿0ことを条0と してa
ら、―凰動 た●.たり口すことは薔される。

腱
=2】 "手"楚

者に餞摯しようとすると0に II、 た●もアウトを発れようと、議し
くHEする場合F多く、野手と,者と″宙力した●墨 苺手Fr―ルを書としたと
0は、麟摯螢に

“

―ルを重実に保持していをいことになるがら、た●はアウトには
ならない。また、中 着螢に融 した後も、これを態 に燿っていなければなら
f.たとえ掟―ルを鑢■に薔とさをくても、字●■で

',フ
リヽ なとした場合には、

綸 はアウトにはならない。●●″餞理した餞 どのくら,嘔,すれはヽ いかは、
一に薔判員極 待つく0である。●1"隧ゆ

(d)フ ェ7m.フ ァゥル飛織″正気に掟らえられた篠 た奮″燿風するまでに、

国手に書体またはその屋に麟摯された臨

ただし、僣摯F●奮へ次の 1露を投じてしまうか、または、たとえ投難しなく

ても、その前にブレイをしたり、プレイを企ててしまえ颯 僣目をしていないと

いう錮由によってた奮
`ア

ウトにされることはない。この場合は、アピールプレ

定 書 ア ウ ト

-1¨



走 奢 ア ウ ト

イである。

7コ

:凛だ日 建者は、フアウルチップの露はタッタアップする●栞はないから、整塁する

こともで0る。し●し、チッ′した●―ルを韓

“

″鐵らえなかつた場合は、ファウ

ルポールとあ から、た各峰 ヘヨらなければならない。

:筐】飛鎗r鑢らえられたと0、 動 彗しなければ
`ら

ないEとは、迪■の封貞
となるム す●わら、い

…
古有していた日

…

(e)●書″掟書となったために,勘 攀 した中 に触れる前に、

賠 ″その綸 またはその目に触銀した臨   (このアウトはフォースアウトで

ある)

ただし、後位●定書″フォースプレイで発にアウトになれば、フォースの状覇

でなくなり、前位のた者には違嵐0餞癬″なくなるから、身体に饉球されなけれ

ばアウトにはならない。

また、定書′日に触れた後、会,でオーバース
'イ

ドまたはオーバーランした

場合には、量に触れた瞬間に遣この機蒻を案たしたことになるから、そのた者は

身体に触慇されなければアウトにはならない。(こ のアウトはフオースアウトで

はなく、タッグアウトである)

しかし、遣目の鶴潤の生した寇奢″軟菫に饉れた後、どのような電歯にせよ、

その目を愴てて元の日のカヘ菫れた場合は、再●7オ ースの状態におかれるから、

野事にその書体または遣目すべ0量に触濾されれ颯 そ― はアウトとなる。

(このアウトはフォースアウトである)

:繭1 オーバースライド、きたはオーバーランLCtよ●‐E■|●こり、 Er
はこの状菫は日こらない。

たとえ

“

0アウトまたは1アウトで,書― 二昼 もしくは一 二・=菫 とす

る。■摯

“

内壺事に員嗅 その内苺手

“

グラヽ プレイを試みた.―風壺奮は二塁ヘ
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71B た 奮 ア ウ ト

の選球より早く二●に触れた″、オーバース,イ ドした。IF―ルは―塁に,レーさ

な ,着はアウトになった。一日早は、ここ菫者″凛日しているのを見てこ量に日

苺して、そ●定書をアウトにした″、その回に、値のた奢は本昼に入つた。:||,こ

れはフォースプレイが.trtF Bでアウトになったと●、フォースブレイでなく

なつたのれ このプレイ申に、
~■lで増言

"ア
ウトにされて,3アウトになる||に、

本菫に入つていた走者の機員は口められるが.〔●〕フォースプレイではなく、タッ

グプレイであるから、,点はE饉される。

1注 1, この項は、フォースアウトの難 であり、●書,た者となつたために、日に
いた定書に迪菫●議議F生 したと●に、●pF.

0-日 に熱 前に、その日に麟球した尋合

0そ
一

日に醸 前に、その定書に麟蔑した場合

0 その定書″次のロヘ遣もうとしないで、えの日にととよっていると0、 その定書
に腱 した輸

をおし、特H“
"給

は、自己より峻位
―

ウトにならない限り、そo日の占

●●はすでに癸われているから、たとえその紳 目に触れていても、野■″その

軽 ― tばアウトになる。こSb輌
n=2, たとえ嶼 ―Etg7-と ともにたり出して、いったt_Bに麟れた後、
そ蝉 驚零として鑢らえられようとするのを見て、-2へ戻ろうとしたと営、
フライを書とした胃゙ からの送摯を受けた二塁事は、佗者

`再`=塁
に蟷するまで

にニヨに触難した。このコな はじめに Eを踏んだことは取り祠さユ フォース

アウトと330られる。

(1)定書ム 内蔵手 い を含む)に麟れていないか、または内野手 は 手を懸

く)を通適していないフェアボールに、フェア地域で触れた臨

この曲 ●・・―ルデットとなり、tr― となつたために次塁への動 き

れた動 ほかは、得点することも、遺菫することも露められない。(,09f、

7゛k参照)

インフィールドフライと童書きれた●霞″、日を置れている走書に触れたと0
は、

“

書、定書ともにアウトになる。

-1“―



定 書 ア ウ ト          703

じ0'1 インフイールドフライと宣●された,燕r、 日についている定書に触れ

た場伝 その定書はアウトにならず、打書だけ

"ア
ウトとなる。

1原餞1 2人の2奮
`同

一のフエアボールに触れたと0は、最初に麟れた1人だけ″

アウトになる。これ13●黛″燿●に触れたとき、ただらにぶ―ルアッドとなるから

である。

は 11 ●‐ 7つ たフエアr―峰 、野■に麟れる前に建者に麟れたときは、定書

″ヽ 億を妨書しようとして燎意に,摯に麟れた場合 て

'量

を,なわせまいとして故

8に,電を妨書した場合を職く)と、壼塁中や0な く麟れた0●との区剪なく、豊

をはアウトとなる。

また、いつたん内野争に麟れた

'理"対
して守●しようとする田けをたなが鮨げた

と0には、708(b)によつてアウトにされる場合もある。

は 21 0 内聟字を適適するntに、昼に触れて反彗したフエアr―ルに、e'′フ

ェアい 場生 そのた,はアウトになり、r―ルデフドとなる.

0 内賢■●逮饉した直餞に、日に●●て反颯したフエア・r●―ルに、掟奮
'そ

のAr7

■の資螢のフエア簿電で麟れた日は この●露に対して他のいずれの内籠,も 0●

する機会
'な

かつた場合に限り、

"珈

颯触れたというコ■でアウトにはならない。

1注 01  EEに触れて反●したフエアr―ルム フアウル罐 に触れた場合

は、そのセ書はアウトにtaな●ス ポールインアレイである。

1注 41 本項でいう °
日。とは、飛球″

'た
れたと0中 時に適督″占有

して|・た日をいう。

●251 インフィールドフライと童●されい に触れた0合は、そ
―

昼についていでもいなくても、

“

―ルタツドとなる。

(3)6アウトまたは1アウトで、定看がヽ自しようとしたとき、●奮″本屋にお

ける守掟側のプレイを妨げた場合。2ア ウトであればインターフエア●●●r7

ウトとなり、特貞は露録されない。(606c、 7‐3.C参照)

1注 ,1 ここにいう 鉢 墨にわける守儘壺のアレイ。とは、野争 (鶴,も合む)r、

‐ 嗜
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           走 奮 ア ウ ト

●慮しようとした定書に餞燎しようとするアレイ、その2奮
'違

いかけて餞澪しよ

うとするアレイ、およ

`他
の苺手に藩摯してその定書をアウトにしようとするアレ

イを0す。

は2, この鶴定は、0アウトまたは1アウトで、0奮′0点しようとした霞、本墨
における日早のプレイを鮨けたと0は あつて、

―
Eに向かってスター

トを切った7.●けφ場合と,、 一度本基へは向かったra中から,1●撼そうとしてい

る場合には、
～ "げ

ることがあっても、本項疇 れない。
たとえ颯 相手rr―ルを鶴らえて定書に餞織しようとする′レイを鯰けたり、崚

手ぶ隣事颯を工風にはずして、楚各●ァゥトにしようとして建,た 7r―ル (畿摯で
ない

`―

ル)を,書F,つたりして、本2の●●を妨げた場合には、勁書●おを行
なつた●ををアウトにしなι●●.●●の対,である定書をアウトにする鶴定である。

は 31 本コは、本日の守置を妨げたの″,奢であった0合に限っrunさ れるので
あつて、ll●を完了して,奮からた者になったばかりで、まだアウトIEな らなιロ

書 を行なったと●には適

"さ

れない.た とえ颯 スクイストントをしたlrp
″、′マントしたlrllに麟れるか、または,澪を処重しようとする●●●守僣を

'げたために、

一

で,ァウトを発れることになったような場合には、tre
はすでに■●とをっているから、

“
餃 (3)、 7●8(b)に よって、その,奢掟奢,ア

ウトとなり、ポールデッドとをって、
―

をい ヨ中 に占有してい

た昼、す●わち=履へ鮨らせる。

●-0ス トライクの富査を受けただけ0ま だアウトにならないと●、および

中 を受けたと0●妨書に口しては、709(a)0日 に示されている。

(b)後位の定書F7ウ トとなっていないm位のた者に先んした臨   (後位のた

者″アウトとなる)

は 11 ポールインブレイ■に国0た,a(たとぇ颯 臨 ホーム,ンまたは薔
外に出たフェアヒットさり の菫基、た書に安全邁ヨ菫が露められた場合にも、本
項蜘 雪さお 。

:注 21 この項は、定書

…

入ttt● ったとさに、い ,アウトにす0こ
とを意颯し、たとえ颯 ―●の2書を,、 一彗の

=書
をZとすれ颯 ―昼

=各
Z"
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走 ,ア ウ ト           7●

―
甲を直い越したときはもちらん、建掟つ饉など、

―
甲F 昼定書Z

を追いBす,をとって、本来本昼から逮くにあるべきZと、4く にある●●甲との

― Att●つた場合でも、常に螢泄●Z″アウトになることを離定している.

(l)走奮″正案に目を占有した後に目を｀書したときに、守償を洒乱させる黛回、

あるいは賦合を愚

"す

る額

"明
らかであつた場合。

この瞭,審判員はたたちにタイムを始 して、そ0走者にアウトをa●●る。

:珈は 1 建者Fまだ首有していな0・●に画連した螢、猥霧r口らえられたと思つたり、

えの置有員tt苺るようにお′0●されて元の量に燿ろうとした●●.逍■で麟摯さ

れればアウトになる。しかし、え●占有日に帰つついたら、その菫についている瞑

り、麟籍されてもアウトにはならない。

I・21 たとえ藍 ―ヨロを,っ た●各″…

…

を避けようとして、側方に霧れ

てたらな01● り、理,するようなことはきしつかえないF.本昼に連するとアウト

になる。

(j)定宥
"=風

をオー′ヽ―ランまたはオーバースライドした後、ただちに一員に

帰毬しなかつた臨

―量をオーバーランまたはオーバースライドした定書″ニユヘ遣もうとする●

為を示せ颯 麟球されればアウトとなる.

また、―Eをオーバーランきたはオーバースライドした‐ ・F.たたちに帰魅

しないでタフグアウトまたは自己0守僣位置に,こうとした場合も、野手
`壼

奢

または量に触露して、アピールすればアウトとなる。

IE゛1 2アウト悛、 Eに触れてオーバーランした颯 書割員によつて°セーフ.

の童●を受けた

…

は、41p(a)を口呵する上では°一日に逹した。ことにな

り、°たたちに。一日に燿日しなかったために鶴3アウに なっても、このプレイ■

―-107-―



,書また●taの妨富

にアウトよりも力●本菫員はしてい― は、得点として日められる.

(1)走看が本屋にたり込むか、または澄り込んだ霞に、本塁に触れないヽ しか

も本量に麟れ直そうとしないと書に、野手rポールを持って本晨に餞れて、審判

員にアピールした臨   (710d参照)

101 奉項は、本菫に麟れなかった卸 ベンチに向かつてきり、アウトにするた
めには鶴手,その定書を違いわけなければならをいような場合に適月される。●I
を国

`損
ねたOF.触 澪される前に踏み直そうと,力しているような普通のプレ

イ″●なわれていると0には■月されない。この場合には、た●は餞撃されなけれ
ばアウトにはならない。

(1)建者を腱く政澤側チームのメン′`―ム あるた奢に対して,なわれた饗 を

処理しようとしている孵 の報 を孵 した線にぉ (ス 11参照。産 による卿

については
""“

雰照)

7m次 の齢 は、贈 または摯 によるインターフェアとなる。

(a)日 3ス トライクの後、

“

,霞定書》r置球を処理しようとしている競争を

《明らかに》妨llr潤誨、

蒻蒻霞走者はアウトになり、ボールデッドとなって、他い 音

時占有していた量に戻る。》

鮨識朗 くゆ 崚彗ム 撻事

“

たは書莉員に触れて迪簿ガ変わり、そ●螢にlr― に
触れた場合は、●奮定書′量摯

=奥
理しようとしている鐘手を明ら,に財けたと書

剌員″莉罰しない瞑り、鯰書とはみなされない。

:注1 0 第3ス トライクの童書を受けヽ だけでまだアウトになっていない●、また
は四鑢0宣●を受けて ●AEむべ●

"■

罐燿颯 =■からのた●に対する鶴手の
動 を《口らかに,Ilgし た船 は、そい をアウトとし、三日からの

-108



打書きたは定書の●富               7●

た奮は、観事●螢摯当時首有していた二3～饉らせる。その値●各定書も、同糧に

燿風させる。

0 日3ス トライタの宣書を受けて
“
鵬(b,または国(c)でアウトになつた●熱

=菫
た●に対する機■の守●●●を

`明

らかに,爾書したと0は、709(e'に よつ

て=■●・らをつて0たtFもアウトにする。

o oom● .較 勁ごぅとする毬

―

を

`明

ら,に,"雷したと0
は、その対0と なったた書をアウトとして、世0倉奮

―

爵回にすでに占

有していた日ヽ 燿らせる。もしも、撻■●●●●●′との2書に対してなされたか

F明らがでを1幅●には、●B=n'建書をアウトにする。17De CD艶0

(b)●書また●― .まだフアウルと決まらないままフアウル地域を0いてい

る1職の遣路を、どんな力漱であろうとも、故意に狂わせた臨 く0“ 1参

照)

(c)0アウトまたは1アウトで、定書三菫のと●、

"奮
″本風における饉手のプ

レイを

"げ
た渇照お

この臨 企奢″アウトにな砿 2アウト後の場合●lrer7ゥ トになる。

(606c、 7“8参田ゆ

:日 本嗅は、7‐(8)と興な0文字を用いているにすぎないから、ただ蔵菫してい

るにすじない三二全書をアウトにしようとする韓手のプレイを,書″
"げ

た場合
'どIEは 、適月されない。

(d〕 1人または2人以上の政澤回メンバーF.倉會″建しようとする屋に艘颯し

て,つか、あるいは、その目の付減に鶴合して守劇期を妨げる江 感ユさせるか、

ことさらに守優を区鐘にした場合、その定書彗、疇方のメンバー″相手φ守●を

策書 (イ ンターフエア)したものとしてアウトを宣會される。

(e)アウトになつたばかり薙 また●‐ .あるいは健点したばかリー
r、

味方の定者に対する層手の次の●動を口止する0,あるいは蟷lFA場合は、その

-1∞―



7"               π者または走2の●,

定書は、球方のブレーヤー

…

守備を妨書 (イ ンターフェア)したものとし

て、アウトを意,される。(60駈配翔ゆ

鵬諄期 tr●きたは掟嗜躊 ァゥトになった餃建り続けてもその

'お
だけでR口手

を銀 したり、じゃましたり、きたはさえ
`っ

たものとは
'aき

れない。

:注1 本項を通用するにあたって、2人または3人0-||る 臨 ,げられた守
壺0●″

"崚
1人の定書に対して,なわれようとしていたこと″莉明していると0

は、そのた奮をアウトにし、どのた者に対して守口r●なゎれようとしていたか劇
定しにくいと言は、本電に最も近ι掟書をアウトにする.

コ苺によって1人のた●にヽ してアウトを食僣したときは、●―ルアットとなり、

―

な
・・

た疇

“

すでに占有していた日に鶯らせる。
ただし、釘摯を直整奥理した苺争驀 に対して守償を

"な

わず、0つ掟書に
ヽして,なおうとした●●″

"書
された場合には、その定書をアウトにし、その■

●た書は、い 当時古有していたロヘ戻らせる。しかし,奮走奢だけは、再
″ ,フ タース

“

ッタスに燿せないから、―日φ占有を舒す。
なら、■増燿掟奮となって-2へ迪んだために、定書に―Eを明駆 すa濶″生じ

たと書は、そのた密を_2へ遭ませる。たとえ颯 0アウト籠菫のと●、TeF建
ゴロして、=日●らoたな″フォースアウトされ その麻 その

― .E■″き
らに=鳳にX― ルをおってツサヽ′レイを企てようとするのを、突0とばして財書
したような場合、その定書と=日に向かった楚螢とはアゥトになる″、lrFに―日
F与えられるの■ ―日の定書は二塁にEOこと,Fされるような場合,それであ
る。

(f, 定書諷 明らかに,鸞を樹なわせまいとして餃意に打理を鯰げるか、または

,球を処理している層手を鯰管したと書莉員″製断したと0、 審判員は、そ●

"害をした定書にアウトを宣書するとともに、嗜方のプレーヤー″相手の守備を,
害したものとして,者走者に対してもアウトを意書する。この場合、ポールデフ
トとなって世o定書は遣目することも機童することもで書ない。

(3)●書定書ム 明らかにOlaを行なわせさいとして故意に打球を妨げるか、ま

‐
=¨



"書

3たは定書の●書                7●

たは,織を処理している置手を

"書
したと書割員が割麟したと0、 書割員は

'書
走奮に0書によるアウトを●●●るとともに、どこで,最ガ

'な
われようとして

いたかには関係なく、本目に最も凛 鸞者

“

対してヽアウトをg●●る。この場

ヘ ボールアツドとなつて他のた書は適コすることはで0ない。

(b)三員または一日φベースコーチr.楚者に麟れるか、または支えるかして、

t●●=鳳または‐ロヘ●燿凰、あるいはそれらの菫風を、肉体的に援助したと

審判員″露めた臨

(1)定書ニロのとき、ベースコーチ″自¨

“

ツクスを口れて、なんらかの働″

で苺手のユ摯を曖致した臨

(,)佗奮
'●

球を処理しようとしている時 をEけなかつたな あるいは滲織を

故意に勁げた場合。

ただし、2人以上の目手
"跛

曖して、釘露を処電レようとしており、建書
'そ

のうち1人か2人以上の野手に艘鐵したと書には、爾刹員は、それらのゆ う

ちから、本鶴回

…

のに最もあきわしい燎菫にあつた層手を1人決定

して、その回手

…

場合噸 つてアウトをg●●る。こSb参 照)

鶴 鸞 は 3慇::::麟翻 撃鱒 :

れない。打球を処理しようとしている17●によるt― は,'おに感質でE尋な

場合にだけ菫資されるべ0である。たとえ

“ "露

を処菫しようとしているからと

ぃって、2をを政量につますrtるようなことをすれエ オラストラク・/ョ ン″宣

書される。

撻●F●織を処理しようとしているのに、―E●.崚
`″

.一日
^"が

うr―
2●書したらオプストラク●/ヨ ン,富●されるべer.●●‐ には一日

`与
えら

れる。

(k)野事 い を含む)に触れていないフエアr―ル

"、

フエア地域で掟奮に触

れた●●.
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7tO                 フピールアウト

ただし、― フェアドールに触れても、

(1' いつたんAFr餃 事を含0に 餞れたフェアボールにatた場合

(2)1人の内野手 (投手を織く)に餞れないでその殷蘭また0側方を通過した
フエアボールに、すぐその優方で触れても、この打摯啜 して、他のいずれの

藤 も嚇 8翻 ない幹

には、書割員は痣會″

"摯
に触れたという理●でアウトを宣書してはならない。

しかし、A野手″守偏する機会を失った打露 (A躍手に触れたかとうか錮 わ
ない)でも、走奢,政薫にその打露をけったと審判員″密めれ嶼 その定書は、
妨書 (イ ンターフェア)を したという聾面でァゥトの宣書を受けなければならな
い。(51D f、 7“f観日)

インターフェアr_‐るベナルテイ 走奢はアウトとなり、

“

―ルアンドとなる。

710次φ場合、アピールFあれ颯 2書はアウトとなる。

(a)飛薄

"鶴
らえられた後、建著

"富
慶の鶴日 (リ タ′チ)を果たす前に、身体

あるいはその目に麟摯された臨

“

識期 ここでぃぅ。リタッタ、とは、鶴摯螢.菫に触れた状饉から次コヘスタート
することないう。
した

"っ

て、日の機ヵ●らスタートして、壼りな″ら風 触ヽれて秋コ
^適

もうとす
るいわゅるフ,イ ングスタートは、ェ調2リ タッチの方法で●ない。

(b)r―ルインプレイのと,、 津奢″遭塁または違走に饉して各凛に触れ績ねた
とき、その目を踏み直す前に、身体あるいは麟れ猥ねた目に餞摯された臨
(2α塞翔瞑)

Iml 昼を空過した掟書は、

―-112■―



アビールアウト                ●0

(1)後位●2者が待点してしまえば、その空適した2を踏みEすことは絆さ

れない。

(2)7tt― ルデッドのもとでは、空過した日の次の日に違すれは その奎適し

た目を踏み直すことは絆されない。

lE測 
…

を0つ●、スタンドに入る二菫●2●つて、

―目を自通した (ボールアッド).――

'着

嘲 にEI“前なら

“

慎りを正すた

めに一日に帰ることはで0る。し●し、
~=に

触れてしまうと、一日に戻ることは

で0ない。守側回″アピールすれ颯 ―置でアウトが宣育される。

傷――π書
"議

摯手にい口を打ち、独摯●はスタンドに■σ込む糠藩摯をした (ボー

"ド
).― ●は一日を,置した●.― ‐よつて摯 えられた。lra

倉書は、鬱事員によって二日F与えられても、_Eに漁む前に一塁に触れなければ

ならない。

いずれもアピールプレイ●●る。

は 1】 本項

“

回 (1)は、

“

―ルイン′レイとポール′フドとを国わずロコされる。

:注 21 本■ (`"口 の略 目を螢憑したた書は、アピール″なければアウトには

ならない。

:注 31 本日を奎通した建看は、下―ルアフドのもとでは、中 しいぶ―ル
'、

元のボール崚 つて工菫に餃■根日立置すれⅢ 本目螂 すことは辟されない。

1注 41 本颯 け 回 は、■織オ綺らえられたときのリタッチ″亭
'つ

― にも凛

日される。

(c)taF 目をオーバーランまたはオーバースライドした後、ただちに短菫し

ないとき、身体または凰に餞摯された臨   (708,参照)

(d)定合が本凰に触れず、しかも本風に触れ直そうとしないとき、本菫に麟澪き

れた臨   (708k参照)

本条鶴掟0アピールは、投手″

'奢
へ秋01熱を置じるまで、または、たとえ敬

―-11←



7tO                 ァピ_ルアゥト

彗 しなくてもその前にブレイをしたリプレイを企てるまでに行なわなければならな

セヽ。

イニングのaまたは書
"終

●ったとoのアピールは、守償側チームのプレーヤー

`摯
技場を去るまでに行な0なければならない。

アピールは、その道鍼つ餞,となるプレイまたはプレイの企てとはみをさない。

級手″アピールつために目に激 し、スタンドの申をとF―ルアッド割 にボ
ールを投げ込んだ場合には、同一定書に対して、同一塁についてのフピールを再′

することは確されない。

日|アウトr成立した篠 ほかにア

`―

ル●あり、書判員″、そのアピールを支
持した場合には、そのアピールアウト●.そのイニングにおける第3アウトとなる。

また、第3アウト″アピールによって成立した後でも、守倒期チームは、このア
ウトよりもこかに有利なアピールブレイrあれ颯 そ0青利となるアピールアウト
を選んヽ 発の菫3アウトと置さかえることr●きる.

割 チームのプレーヤーr餞技場を去る。とあるのは、投手および内野手PF.

ベン′またはクラブヽ ウスに向かうために、フェア地域を離れたことを意粽する。

:■m蔚注】 ァピールすると0に、投手Fポークをした輸 には、その償減の書●と
なるアレイとみをされる。

アピールは日
=で

,現されるか、奎莉員にアピールとわか0● 7tに よって、その意
口″明ら

"に
されなけれはならない。アレーヤー″F―ルを手にして塁に何lfaく

立っても、アピールをしたことにはならない。アピール7r●なわれていると0は、
ポールアッドではなι、

:注 11 アピール穂頂国の薔,となるプレイには、崚手のプレイ●もちろん、口手の
プレイも含まれる。たとえば,書

"ヮ
ンバウンドで外野饉に入る,,を掟って_●

に撻したム 遠■―日●奎過してぃた。ブレイ再口,、 ●●● 菫ヘアピールのた
めに逮理したところ、感ユ零となつて、プレイングフィールド内を● と々した。こ
ttを綺つた一重事″‐畳でァピールをすることは■●るム _EE″ その輸
を剌して三塁へたったのを見て三塁へ撻摯してし童え

“

-2でのアピールむは頂
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断 る。

:注 21 岬 の場合と

“

合ヽ アの場合との区別なく、いずれの場合でも投手およ

び内聟■ム フェア地域を口れたときに、アビール燿F消鑢することとする。

アマチュ7urは ,… の場合に瞑つて、掟チームが本日に●コしたと0、

ア
`―

ル菫輛 することとする。

:,31 アピールするには、日菫と0'とで、はつ0り とその日をヨ示しなけttばな

らない。

なお、ある一つ0目を2い した露、その日0摯量を発見してアピ

ールするには、どの定書にヽ するアピールであるかを明示しなければならない。た

とえ嗅 ,、 Z."の 3人の定書″、●IIを毬議し、ZF Oを目きなかつたと0

ふ Zに対するア

`―

ルである日を明示しなけれ囀 らない′、もしこのと●●″

菫置したと口つて申しIIて、書ヨ員に口められながった場合でも、その目を鷲適し

た定者の菫までは、ア′―ルをくり重して

'な
うこと″で0る。

:面l lアウト

'`―
・三員のと0.'奮は外露に大飛黎を,ったので、2人の定書

はともに違重しはじめたF.檸 球この■苺を饉趙した。口動 なかつた三塁

鸞書は=aへ饉つて鶴鑢螢あらヽ めて本Bへ入つた。一日壼書t゛
~=に

触れた餞に

=ヨ近くまで

'つ

たが、 Ett●ろうと撻定しはじめたので、外,テ濾二量に盤

二菫手は一日た●″二塁に螢れる前に、日上で

'―
ルを持つてアピールした.ダ′

ルフレイ,.

:書1 ダ′ルブレイではな0ヽ その道壼r―昼に履るためには二屋を目るあ雲″ある

からといつて、
~3に

騨 してもアウトにはで0ない。その定書に麟澪するが、ま

たはほ量の毎点とな拡 す0わら―Eに餞摯しなけれ颯 アウトにはでEない。

llll lアウト定書―日のと0、 ,奢r外,へ大飛露を,ら、―
~■lを回つて三

屋近くまで

'つ
たと書、■球r樹らえられたの●.~■lに触れないで―ヨヘ燿ろう

とした。どんな方法でアピール●れ動 をアウトにで書るか。

皓】た書に触諄するが、二二または一菫に麟摯してアピールすればよい。

:関1 2ア ウト定書二事のと書、

'奮"三
塁●を打ち、定書を得点させたユ

'を
は

一菫も Bも腱菫なかつヽ。期日側●_Eに餞摯してアピールし、アウトr食費さ

れた。毎日となる●.

罐 : 苺貞は口められる。しかし

'0■
″最

'●
ら一ヨでアピールしておれ

`0点は昭められない。また二菫●ら一日に颯透翠して富
`フ

ピールすれ颯 一目でのア

7ピールアウト

―-11‐



7輌                守佃側のれ●蜃発

と―ルアウトを、力の第3アウトと置自●えることrreるから、得点とはならな
0,.

:剛  1アウト定書―・ [苺ま ,… 警 をIIつ たと
・

、安■になると思っ
た2人の定書は、フライオ鶴んでいる国迪塁し籠け、右■■′これを鶴らえたにも
かかわらず、こ襲 はそのまま本日を踏んれ しかし―塁建書は鑢彗されたのを
見て一昼に,い返そうとした。有●●●―凰へ場紙 ―昼4は一目た奮″短

=す
る

より発に、日に麟黎して、アウトにした。こ目定書は、 4-― E●7ウ トに
なるより発に、本目を磨んでいるF.その苺点は認められる九

:書1 ●●側′二菫でアピールしない風り、 ― o●貞13●められる。しかし、
朝剛回は、アピールによる目3アウトのmで あつても、このアウトよりも有利
となるアピールアウトを発の目3アウトとはなかえること,で 0るから、 Erア
ピールすれス リタフチを案たしていない_Enは ァゥトになり、得点とはなら
ない。

711政,何チームのプレーヤー、ベースコーチまたはその他のメンバーは、

`黎
あ

るいは違壌を処理しようとしている動 を鮨げないように、あ察に応して自

己の占めている場所 (タッタアゥト内またはプルベンを含む)を腱らなければ,ら
ない。

定書神 く攻●衡チームのメンバーが、打球を処理しようとしている躍手刺

を妨書した場合は、ポールゲ ッドとなつて、打奢はアウトとなり、すべての定書は

鐵 当時に占有していた屋に戻る。

た者を饉く,摯側チームのメンバーム 送熱を処理しようとしている籠手o守個

を妨書した場合は、ポールアットとなつて、そのプレイの対象であつた定書はアウ

トとなり、財 べて
―

●●― ●瞬間に占有していた国に戻る。

1注 lI たとえは ブレーヤー″2本のパットをやって輌 に入つていたと●、
打奮″ファウル簗絆を,ち、これを鑢チ″愴ってきたので、そのプレーヤーは1本
の 1ッ トをやって嚇 を腱った颯 構手は取り残された′tッ トにつますいたために、
●場に鶴らえること″●議 ●すのファウー を鶴らえることがで0なかったよ

‐ 1←



前t者の餞墨央欧の影

'               7t2
うな場合、プレーヤーφ取り残したパツト

"、

明らかに鶴事の機織を妨げたと書割

員″莉断すれば、●書はアウトになる。

【注21 臓―■けな瞬態●手にゴロをπち、それを機つた遊摯事ガー昼に感書類した。
一塁ペースコーチは溶理に当たるのを基けようとしてグラウンドに衡な 鋼 を

趙りに

'こ
うとした一日手と衝突した。■書定書諄=■にまでコ撻した。●書を童

合する●とうかは●判員の判置による.コーチ″趙書を凛けようとした″避け0れ

な,つたと籠断すれ颯 妨書を宣合してはならない。

7120ア ウトまたは1アウトのと0、 訓蹴

…

ある昼に触れ償ねるか、リタ

・7チを果たさなかつたとしても、工しく●Eに触れて適んい 、前位の

建者つ責を負つてその正しい掟重を取り消されることはない.

ただし、2ア ウト後、m●●走奮,ァピールによつて3人目のアウトとなつたと

0に la、 後位oた替

“

ェ甍に本凰に触れていても、その建者の得点は口められない。

また、その爾 3ア ウトガフオースアウトの形をとつたときには、他のすべてのた書

llmにホ基に饉れていても、その得点は認められない。
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走をのE日に関する処
=

鶴 厠 II「―ルアフ●●霞の奮含●饉ュに回する電こ 囲

ボールアッドとなつて各掟清
"短

目する臨 ポールアッドとなった原因によ
つて、毎るべ●塁攣 Fおのとい の●.その書,をとこに一輌する。

(A)中 時に占有していた日に帰らせるれ

(3)フアウルボール″撻球されなかった臨   (""o)
(b)●宿いら零田m難した臨   (i09d、 606a)
(c)捜澪

"正
規に位置している●書の身体また

…

触れた臨   (i"a、

60Sf)

(d)0アウトまたは1アウトで、定書―鳳 ―・ニユ ー・三日または一・
■・三塁のと書、内饉手F7ェアの飛摯また餞,イ ナーを餞意に落とした臨
(`nt l)

(e)打露を●●しようとする野手を鮨りt臨
(1)フェアボーpF.内苺● (餃手を合0)に触れる前に■者達奮に餞れた

場晟 t6058)

(2)フェアポールム 内躍手 は ,を含り に勲 る前、または疇   (餃

手を職く)を通過する前に、フェア地域で力奮または饉莉員に触れた臨
(,09f、 こヽ d、 7Sf、

=饒
k)

(3)●書が,つれ ンヽトしたフェアの,澪に、フェア地域内でパット″富び

当たつた臨   (64Sh)

(4)窮 または建奢
`打

摯を処理しようとしているゆ 守置を,1眈1財ヽ

(= しヽ、7"f.3,')
(5)●●または籠 まだファウルと決まらないままファウル地域を回●
てぃるlrtの遣路を、とんな方法であろうとも、故意に狂わせた臨

(6051、 71pb)

(6)攻撃側ブレーヤーまたはベースコーテム あ雲にヽ して自己のとめてい

る動 を鱚らないで、■譲を処理しようとしている野手を妨げて、守個勁書
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t議の苺苺l_関する処コ

を童書された臨   (605o.711)

(f)'奮走奮ム 本こから―菫へ倉る露に、一日への選球を受けようとしてい

る饉観の341睦妨|た1解ヽ 0`4 60Sk)一―特に規定した場合を籠く。

(3)第 3ス トライクの自青を受けただけでまだアウトになつていなι颯 省定奮、

または中 けた打書着籠n鶴手の0僣を

`硼

らか 》ヽ妨げた臨

(7‐ 3)

(B)鯰書鶴笙の露回すでに占有していた日に薔らせる臨

(a)崚手の■奢への餃鐵醸 まった守●続
・・

・

(1)一 妨げた臨   (51Db)

(2)― を妨げた場合。い C)

(3)6アウトまたは1アウトで、定書継 しようとしたと0、

"奢

″本巫

における守償側のプレイを勁げた臨   〈
`“

g、 7‐C)

(4)打省
"壼

醸りした篠  《スイングの豪勢で、》その所やするパツト″、

《餞手または崚菫に当たり、書剌員″故章ではないと》剌断した場合.

(61n c)

(b)輸手また申 野手″ヽ

“

管
・

口摩観 烙 した臨 mc)

(c)鸞者油壁意に送総を妨げた臨   (708b)

(a)政澤回チームのプレーヤーまたはベースコーチ″、あ要に0して自己●占

めている場所を腱らない●.嬌球を拠題しようとしている野手を妨げたために、

守償妨書でアウトを宣書された臨   (7081、 411'

(o)内
"手

″守鶴する機会を失つた

'譲
(内野手に麟れたかどうかを蘭わな

い)を走奮
`散

意にけつたと書割員″

“

めた臨   (7"k)一―ボールをけ

ったと書を機

'と

する。

(f)アウトを食●されたばかり0"督または定な あるいは得点したばかりの

た奮ム 質手の次い 妨げた場合。1709e)――茨樺 ろうとし

たときを彗華とする。

―-119



走力の■8に関する処ユ

(8)1人または2人以上¨ メンバーム 走奮″違しようとする目に接近
して立つか、あるいはその目の付近に集合して守備をゆ書するか、感ユさせる
か、ことさらに守置を因鐵にした鵠   (7゛d)――その守償″起ころうと
したときを彗0とする.

(C)走奮二屋のとき、ベースコーチ″自己のボックスを離れてなんらかの動作で
野事の送露輔 重した場合、またはベースコーチ″意腱的に送翠を妨げた場合
(5は 7091)には、その送慇″なされたと0にすでに占有していた昌に短ら
せる。
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● 総 ●

"
a∞ 投   手

a"rao綺 球――餃澪姿書にはワインドアツプボツションと、セツトボツシヨン

との二つの工環のもの″あり、どちらでも腱鑢用いることがでお 。

崚,は、崚手捩に触れて毬手からのサインを受けなければをらない。

:原注I 掟,′サインを見韓わつてから、璧事置をはず
'こ

とはもしつ″えない
"、は

'し

た螢にすばやく崚學績 口ヽ
'山

して敬澪すること●||されない。このような

崚球は、饉●員によつてタイックピツチと剌載され●.崚事は、●rt●はずした

ら、●観
'体

の国層い らきないは総 らない。

無 サインを見歯0るたびヽ 観罐菫をBrtことは,さttal'.

(a)ワインドアッ/7Fツシヨン

餃手は、■書に回して立ち、その籠足中 に麟れて置●、他の足のE●場

所には回瞑″ない。

こ

…

ら、時 は、

0打 奢への観球に関連する動●を目こしたぶらは 中arlL●たり、菫富し

たりしないて、その猥球を見7しなければならない。

0 東霞融 すると●を瞼いて、どちらの足も●●から上げてはならない。

ただし、実霞に艘博するときは、自由な足 lmEでないE)を 1'後方に1!

●、さらに1,前力に踏み出すこともで會る。

投●ガ籠足を設手捩に餞れて置● 籠 の足はフリー)、 r―ル

ー||●に保縛す直 、ワインドアクプ鷲ツ・/ョ ンをとつたものとみなされる。

1凛菫 11 フインドアフ′
`ツ

ションにおいては、投●●●Erない足 (自由なつ

を崚,置の■が、前カム 後方かまた球側方に置くことr,される。

臨 注2: 本染(a'コ●妻

"●

ら、投争は、

0●●に壁澪してもよ||・

● ●書をアウトにしようとして屋は口み出して■澤してもよι
'.

師

‐ 21-



閻         投 ヽ 姿

"
0議 事樹をはfしてもよい (ボールを買手で保鑢した機■は、崚,績をは,した

らなず同手を,■の同側に下ろきなければならない).崚手嵌をはずすときには、

最切に餞2'らはずきなければならない。

またい ら、セットrッションに,つたり、ストレッチをすることは靡さ
れをい。一―涸

=す
れば8-クとなる。

【注1】 アマチュ7-は 、●●●軸足および●由な足に回し、次のとおりとす0.
(1)燎早は、,奮●口して立ち、そのntEは

'■

機に麟れて■●、他の足の口●場
所には何aFaい。ただし、低の足を雛 から颯して口くと合は、足全体を級
勒 蝉 り前に置くこと― ない。

(2),,″ (1)のょうLE●■いてr―ルを両手で身体●m方に保持すれ

`ワ
イ

ンドアップポツションをとったものとみなされる。

は 2】 餃學″崚球に関璃する041を して、身体の前方で厠事を●●tた ら、な書に
役摯すること以外は離されない。した″って、たなをアウトにしようとして塁に疇
み出して港難することも、鐵 をは

'す
こともできない。趙

=す
ればボークとな

る。

(b)セ ットrツション

投手は、打書に国して立ち、螢足を投手置に理れ、他の足を餃手捩姉 に置

書、ボールを両手で貪体のm方に保おして、完全に動作をmlLしたとき、セット

ボツションをとつたとみなされる。

この姿勢から、時 は、

0'書 に投織しても、日に踏黎しても、輸足を投手薇0螢力 (後方に瞑る)

にはずしてもよい。

0 打書への投鍛こ関鷺する動作を短こしたなら呟 中途で止めたり、変更し
たりしないで、その投摯を,7しなければをらない。

セットボツションをとるに魔して 。ストレッチ。として知られているruFt
(ス トレッチとは、腱を扁卜または身体の前方に伸ぼす行為をいう)を,なうこ
とrrする。しかし、0とたびストレッチを4rな つたなら嗅 晴 に級球する前
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崚 苺 棗

"
に、あずセツトrツションをとらなければならない。

餃手は、セットボツションをとるに発立つて、い に下らして身体の

機につけていなければならない。この姿勢から、中断することなく、一露の動籠

でセットボジ・7ョ ンをとらなければならない。

餃手は、ストレッチに級 てヽ投彗する前には (a)7tt ルを両手で場

“

の罰カ

に保崎し、(b)完全に籍止しなければならない。書判員は、これを餞重に壺露

しなければならない。投手は、しばしばた者を日に向 にしようと親劇破りを

企てる.殺手″ 気 なalL.を怠つた験 には、審判員は、ただちにぶ―クを

童管しなければならない。

1日毯】静 口にいない場ヽ セツト

“

′シヨンをとつた機●民 ●すしも麹

■をする●興■●い。

しかしな″ら、■■,I書0す0をついて8ヨ||に投摯したと書莉員F莉載すれ

嗅 タィックピ′′とめaさな r―ル

"費
書きれる.A鵬 (e)`日撻1倒

“

:注 11 0'国では、本瑣 101の前

'●
■月しない。

:注 21 本発(3)(b)項でいう・■腐
`止

めたり、露
=し

たり。とは,イ ンドア′′

rツションおよrtフ ト

“

′・/ョ ンにおいて、●●ガ投澪山

"中

に、雌壼に一時●

上したり、蜃摯●●をスムーズII"なわずに、ことさらに繊磨●つけるモーション

をしたり、事足

'お
らおらさせて― ることである。

:注 31 崚籠
"セ

ツトr″ ヨンをと

“

あたつて颯 難 を綺んだ
-6=

でに.●fr―ルを同事で保持は とを明らかにしなけれ凛をらさい。その保持

露ヽしては、●Ⅲanl●ならとこ蒻 してもよい工 いうた

…
・r「―ルを憾

綺して止めたなら颯 その保0した●
"●

移●させてはならず、

"奎
に身体の●Ft

必停止して、菫以外はどとも●●してはならない。

:注 4)セツト●ツ・/ヨ ンからの投錮
"厳

して,自白を足

“

、

0● ●●0ロロに購み出さない鳳り、前力ならとの方向にEOmしても自由であ

る。

0 ワインドアップr,・/ョ ンの場合のように、1夢螢方にヨlせ、そして更に1'
崎み出すことは

'さ

れない。
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授 毬 姿

"
:注 |】 燎争0動 にいると0、 セットrツ・/ョ ンをとってからでも、プレイの
目的のためなら、自由に投手根をはずすことr●●る。この場合、籠足は必ず燎手
根●後方には,きなければならス 側方きたは前ガにはFtことはい れない。投
學″蜃手観をは,せ颯 ,書への政澪

=で
0ないF.2者のいる畳には、ス,フア

をせずにスナフアだけでき緯することも、きた遇諄りまれをすることも絆される。

1'01 ワインドアッパ ツションとセット

“

ツションとの国 なく、軸足を鐵
に触れて

“

―ルを両手で保持した臨

…

ら鮨足をはずすにあたっては、
2f7F― ルを同事で,0したままはずきねぼならない。また、IIEを投澤捩からは

ずした螢には、あず■■を餞して,||●国コに下ろし、あらためてnteを投學毬に

麟れなければをらない。

:固】投手″ストレッチを行なつてから、セット

“

ジションをと0までに、両手を晨
の前で趙螢さt.そのまま下ろし、蒻の31● F―ルを保やした。

“

―クになるから

l■l たとえ国の前で同事を観摯させても、そのoま― したモー・/ョ ンヽ

"の前に下うして0■すれ颯 ボータにはならない。しかし、いったん銀の前で停止す
れ颯 そこでポールを優0したことになるから、そのか ら責事を下に下らせぼ
F―夕となる。

(C)餃手 F.撃億動作を組こしてからでも、打奮への投球に区
“

,る動■を起こ

すまでなら、いつでも日に送織すること″できる″、それに発立って、送難しよ

うとする目の方向へ 直摯踏み出すこと,必要である。

鮨識ヨ ●●動 前に13.必ず足を踵み出さなければならない。スナフアスロー

(■首だけで藩理すること,の後ヽ 昼に向かつて日ら出すようなことをすれrF―
夕となる。

1注1 役手F●●置をは,きずに一ロヘ洒雪す輸 ,事複
・・

籠足″踏みかわっ
ても、その力●″―摯力であればさしつかえない。しかし、送摯前IIalEを 級手橿
の上でいったん踏みわえた後に遇摯すれ颯 軸足o菫手,上の多,と してr―クと
なる。
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捜 籠 壼

"
(d)目に

…

ないと●に、投手が反劇鋏 をした齢 には、そ0投類には、

ヤール難 れる。ただし、●8-、 熱 四筆 死澪、そ●他で一日に

違した場合は餞くo

【
麗け趙 :鷲縛:続淵獣IE維:艦l:`r欝麟
いれば、オールr投摯●尋から僣ちたと0ただうに7●―クとなる。

lal 澪書は、岬 にヽ してr―ルを宣合したなら颯 それr"劇投織によるも

のであることを崚手繭 す0.

なお、3●2(a)(6)に違反した場合には、そのペナルテイtu●する。

(e)摯手

'そ
の綱足を投手捩の後方にはずしたときは、内琵手とみなされる。し

た″つて、その援、日に溶理した●―ルr感透球となつた場合には、他の内野手

による― 師 に取姉 れる.

:腱
蹴零it露貯灘:鰯 盤ぎ[:議じ議錦盤

とみをされ そい は、い 関する中 される。(■S8)

(1)崚手は、露無 ●●●よ―
に、投手猥に触れる露、どちらか0手にグラ

フをはあることで、骰澪する手を明らかにしなければならない。

餃手は、■者がアウトになる―
になるか、政守交代にわ か、

"書
に代釘

書r出るか、あるいは絞摯″負傷するまでは、崚鑢する手を変えることはで
'な

い。餃手lFA●したために、同一打書の

'●
中に級澪する手を変えれ嶼 その投

事は以降喜び崚露する手を変えることはできない。崚争″散博する手を変えたと

きには、準備投露は認められない。

捜澪する手の変更は、球密にはつきりと示さなければならない。
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眩

―

002投手は次のことを尊じられる。

(a)(1)観手″殺手板を回●1解
`●

円い場所の申で、崚鸞する手を口また13

目につけた後にr―ルに触れるか、投手捩に触れているときに崚博する手をロ
または唇につけること。

投手は、露―ルまたは投手積に餞れる前に、投理する手φ僣をされい 日ヽ

"なければならない。

IMl 天機

"寒
ぃ日の鶴合斑始前に、同チーム薔習0同意″あれ嗅 審判員は、

崚摯″手に息を吹さかけることを露めること″で●る。
ペナルティ ●●― に違長した場合には、博瘤餞ただちに《F―ルを交換さ
ヽ 投●に■書を発する。投手″さらに違反した場合には、》I「―ルを童査す
る。その宣告にも,かわらず、縦手r餃球して、4-● .無 死嶽 そ
の他で,昌に違し、かっ定書

"軟
璽に違するか、または,●目にととまってい

た (次日に逮するまでにアゥトにならなかった)と 0には、本項●違反とは関
苺なくブレイは緯けられる。なお、違長をくり返した毅゙ 嗜、リー´会長から
厠金″科せられる。

(2)●―ル、餃澪する手またはグ,ブに電波をつけること。
(3)颯―ルをグラス をは 着夕で摩撻すること。
(4)IIIt ルに動 をつけること。

(5)とんな― ぁっても、ふ―ルに書をつけること。
(6)本調の(2)～ (5)で規定されている方法で傷つけたボール、ぃわゅるシャ
イン菫―ル、スピットボール、マットF―ル、あるいはエメリーr―ルを攪織
すること。

ただし、投手は奮手でr―ルを摩コすることは絆される。
ベナルティ 崚争―   (2)～ (6)のを■に違反した場a壽 書彗次のょぅな処

12←



授黎密延●●                ●曖

置をしなければならない。

(a)散■はただちに試合から総かれヽ自動苺に出場僣止となる。マイナーリ

ーグでは、自動術に10賦合のI●●lLとなる。

(b)球書
"鶴

反を宣告したにもかかわらずブレイ″競けられたと

'に

は、■

摯倒●壼青は、そのプレイ″終わつてからたたちにそのプレイを筆かす日、

露窪に競管すること″でお 。ただし、

"…
無 四森 死議ヽそ

の他で一日に違し、しかもい 通するか、元つ日にととまつ

ていた (次塁に違するまでにアウトにならなかつた)としには、反劇とは関

饉なくブレイは続けられる。

(c)(b)墳の場合でも、嶽手の反厠

'お
●晴国せず、(3)項のコ則は適用さ

れる。

(d)攻日期の監督″そのプレイをとうすことを選択しなかつた場合毬、彗寝

…

なければr―ルを重書し、定奮

"い
ればボークとなる。

(o)餃手
'各

■に違反したかとうかについて●、奮割員

"■

‐の決定書であ

る。

:腱■轟編馳i購ご輩詈黒:濃寧霧蹴鐵踏:

発することおで0●。しかし、投手″濾ヱをくりEt藍 織書はそ0●手にペナル

ティをヽ さなけれ■●らない。

:瑯奎21 ロツン′マツ外

“

―ルF麟れたと0は、どんなと0でも、r―ルインプレ

イである。

ゆ または饉
=層

が日つてい0饉合疇 、書ヨ員は摯手にロツンパソグを醸

のポケットに入れるよう個示する。(1個のロツンパ′衆 夷
=曲

させ0)

螢事はこのロツンパソグを用いて、議手にロツンをつけることを癬されるム 蜃

:L器;鴨L壼
=;:LiZZ鑑

簾tF[機:;得奎壼簾
さⅢは い。
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802                級手の凛止,■

は ,1 ・/ャ ィン

“

―ルーー

“

―ルを摩擦してす●すべにしたもの。
スピット

“

―
―

r―囃 睦 ったもQ
マッド7「―ルー

…

ルに,をなすりつけたもの。
エメリーメー

ー ボール●サンドK-7‐‐

",ラ
にしたもの。

なお、ポールに息を吹0ゎけることも鷲じられている。:tF臨
朧鍍惣鶴 孵

場嘔 な

(b)投手,ぃかなる翼物でも、自体につけたり、所持すること。
本■に違反した投手はただらに試合から醸かれる。さらに、その投手は自動的

に出場停止となる。マイナーリーグでは、自爾的に10鶴合●■3●■となる。

臓
讐.ここ11濯鞍話l現翼

鍛した後、なおこはうな,議瞳された

(c)●87,ッ タースボッタスにいるときに、鶴手以夕の野手に選銀して、故意
に試合を蜀掟させること。ただし、た者をアウトにしようと企てる場合は餞く。
ベナルティ 審判員は1度書管を発し、しかもなら、このような題延行為ガくり
返されたときには、その菫手をR合から障く。

:議
瘍 i叢

鍛
ら
鰯 婚fttI:慇:翌[

【うξりt遮騒
―

t_独
軸颯このような輸
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撃日崚 ・゙最導●澤廷 ana● |

(d)●書を●つて― ること。このような反劇行為F●きたと審判員″割

断したとさには、響割員は次のうちのいずれかを露おこと
`で

きる。

(1)その機手またはその捜手とそのチームの壼●とを試合から餘く。

(2)その投手と同チームの臓督に、高0このような投露

`'な
われたら、

その投手 (ま たはその設手の後にII●した●●|と建督を追場させる日の

●●を射 る。

督割員は、長期

'る
″趙きそうな状滉であると判断したと0には、賦含露

崎前、あるいは賦合中を蘭わず、いつでも同チームに

'貴
を発すること″で

●る。

リーグ会長は、9ヽに規定された籠理によつて、日爾を加えること″で

きる。

M:監 鴛 議態ぽg議轟露震L:圏簿:
剌■●ち0'ちよおく、本菫頭を重書に適用しない口麟|られ

'。

803投●●各回のはじめに登換する際 あるいは他0世手を餃観する際には、競手

2●●に8球を日えなt準備投澪をすることは昨される。この同プレイBrlLされ

る。

各リーグ濾、そ●独自0瓢面で、準福摯澪の菫を8露以下に回瞑してもさしつか

えない。このような摯薇崚瀬職、いずれの場合も1分面を超えてはならない。

突然の専鷲のために、ウォームアップをする機会を得,いで量

'し

た機手には、

撻密嗜あ要と思われる欧●綺球を

"し

てもよい。

a“ 昼にe・Fいないとき、投手はボールを受けた

'1妙
以内に打青に崚苺レな

ければならない。級手rこの規則に邁反して試合を長副
"せ

た場合には,電綺は

“―ルを重書する。
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嘔 F  ―

動 の計画は、餃手″r―ルを所やし、,奮F7,ッ タース7Fッ クスに入り、燎
手に国したと書から始まり、I「―ルが投手の手なら口れたときに苺わる。

こ●彙劇は、錮月な賦合ヨe饉ぼ●●●をゃめさせ、試合をスピードァップする
ために定められたものである。した,って、書割員は次のことを撥露し、それにも
かかわらず、崚尋の明らかを,!螢延ぼ

…

ったとすには、通簿なく摯審

““
―ルを童管する。

(1)餃球を受けた機手は、速やかに崚争にぁ挙,る こと。

(2)また、これを受けた投摯は、ただちに政手振を瞼んで、投鍮位置につくこ
と.

a05風に,奮がいるときは、次の場合r―クとなる。

(a)崚単振にRItてぃる崚■ム 崚澪ヽ回露する動作を館としな″ら、餃球を中
止した場餞

銹 鮮 れ褥 愉 舞

(b)投手振に触れている政手F.`―重または三塁》に送理すoまなだけして、
東霞に藩難しなかった臨

:ii:|llilillill:lllili:lili:i;ili:::) lli:i;;: 

『
(c)殺手根健麟れている投手″、日に逆彗する前に、足を直織その目の方向に崎

― 叫



み出さなかつた場合.

:腱1舞
『[::殿ξ震:なF履覇鰻鶴閉鷲『響配霊鵬

撃鶴ti諾l:鯵職:Ftttrよ銭‡:雛翫繁唱鯰
,■きなけれ雌 らず、口み出したら藩球しなければならない。(二塁については例

電 _.襲 。とき、

"Ft●
を塾 に

"か
に塾 噸 珈 した鴻 置に

0コ凄しなかつたら

'0口
は投手級に触れたまま).C―クとなる

'

(d)餃手板に輌れている投手r.た者のいないロヘ送摯したり、溶燿するまれを

した場合。

ただし、プレイ●必要rあればさしつかえない。

【面I を饉■日のと0、 定奮ついない
~日に選零したり、または溶麹するまわをした

ら

“

―クか.

岬ぷ髪盤鶴雄t嗜籠議謝震どli夕盤:懲 :『】E爵
r●手授を工菫にはずせ藍 ステツプをしないで港摯してもかまわない。

(e)捜事中 をした饉合。

電ι、

`」

こ綴ζこ臨 首
『

靭譲

";;売

勢鶴麟
る。日に楚奮

'い
れrr―クとなり、いなけれ曖

“

―ルである。タイツタピツチ嗜

酔 のrttしてはならない。

(f)級手摯工奮にIENしないうちに投鍮した場合。

‐ 3‐



αtt                 F  _  ク

(8)崚手r菫手種に触れないで、燎澪に関連する口″をした臨

国 1 好 日のと書、い をまたいだ菫菫ストレッチを始めたFr―ルを
薔とした。lt―クとな0れ

彎 る響

卸 r麟れない、 崚翅ょ関菫する●櫂を起こしているから●―クと

(b)投手″不あ要に獄合を猥孤させた場合.

鶴 謝道翻 躍瑠諄:諾鶴貯舞:雛
―クもBtられる。8o4は、晨に増奮れ 、ないと●だけロヨ■れる。

(1)故手″r―ルを緯たないで、投手振に立つか、これをまたいで立つか、ある
いは燎手鍼t●●てぃて餃球するまれをした場合.

0)― をとった後、実環に接理するか、量に送理する場合を
腋いて、ボールから一方の手を離した臨

(k)捜手板に麟れている級手r、 故菫でぁらうと偶燃であろうと、ボールを落と
した場合.

(l)故意

"囀
凛o図されたとoに、投手

"キ
ャッチャースぎックスの外にいる輸

手にEAIした臨

睦魃 亀剰蹴髯
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―

もとへ行く回コ            田

(.)ertッ トボッションから― るに魔して、完全に苺止レない0投球し

た層降ヽ

ベナルテイ 本綴各項によってぶ―夕″童●されたと會は、ポールアットとなり、

各走奮は、アウトにされるおそれなく、1個のBF●えられる。

ただし、ポークにもかかわらス ,書″安●、懇 醸 死
=そ

の他で

一日に違し、かつ、他のす菫 の2奮が少なくとも1個の日機 だと書には、

本項罰段を適用しないで、プレイ

“

ボークと関機なく驚けられる。

l●al: 級手″ボークをして、しかも菫または本昼に嘘藩球 (競球を合●lし

た場住 凰■●鸞奮●I「―クによつて与えられる昌よりもさらに金分のロヘア

ウトを目して檜目してもよい。

lta2】 ホ条ペナルティをm●●るに霞して、
―

Eしようとする最初の

量を空適し、アピールによつてアウトを宣管されても、1個の目を追んだもの

と解する。

瞼●眠識目 r―クルール●日節は、崚●″茫奮を8目的●●tう とするのを

"ぐ
た

0●●0ことを、●莉員は●に縮露しなくてはならない。もし、●剌員●剌面で●

手の ■圏■ に郎
'を

自いたら、瘤莉員は離菫馘翅画を遭用すべ0である。

●J 本項

“

閥 :1の 讐圏口

“

にII、 ¨ 羹 けではなく、観事わらの選

雛●■●侵した,手●ミスプレイも含まれる。2督誅 鷲事0口藩燿または■■の

ミスプレイによつて奎ヨ

`な
えそうな構理となり、ボータによって与えられるヨを

錮えて金力●こもうとしたと0には、r―クと口饉なくプレイは鑢サられる。

ま∞ プロフエッシヨナルリー′は、菫書またはヨーチF崚手のもとへ行くことに関

して、次の撻劇を適用しなけれIraらない。

(a)本棗は、藍督またはコーチ●.1イニングに同一崚手0も とへ,ける口数を

1311



●● 璧●ハ蜃手のもとへ●く回コ

何瞑する規則である。

(b)餞青またはコーテム lィニングに同一骰手のもとへ2鷹目に行け呟 その

設事は自動的に賦合●ら退かなければならない。

(c)菫督またはコーチは、そのとす0"奮r打撃を続けている限り、事0そ●級

手のもとへ行くことはできない。

(a)攻撃側″その

“

書に代打書を出した場合には、壼普またはコーチは再びその

投手のもとへ行ってもよい″、その餃手は試合から退かなければならない。

監督またはヨーチが数手のもとへ行つた後、崚手猥を国んでいる18・

`の

円い

場所を離れたら、 1鷹行ったことになる。

:田■鳳注1 菫督 は たはコーチ)F.鶴手または内

"手
のところへ●●、その野●

`そ
のききマウンドに,っ たり、投■颯 守薇位口にいるその撼字のところへ行つ

たとoは、壼o(またはコーチ)がマウンドに行つたものと同摯に螢われる。ただ
し、1摯が餃じられた後、またはプレイ|●●なわれた後は、この限りではなo、

壼● はた●コー′)F.櫨手または内,手のところへ行●、その露手― と日
蔭するためにマウンドに,って、本理剋のコヨを●″れようとしたり、本菫厠を■

レ医こうとするいかなる全ても、すべてマウンドヘ行つた回重に欧えられる。
コーチr7ウンドに,って餃手を追け、新しく出て0た綺争に指示を与えるために

菫督Fマウンドにヽ つたと0は、そのイニングで新し,瘤■●もとへl魔行つたこ
とになる。

菫書″すでに1凛壺■oもとへ,っているのヽ 回―イニング●は■眸■、 同一

,會のと0には、もう1鷹行くことはで0ないと審判員″●0したにもかかわらニ
壼書r,った場は その菫普は菫合わら腱,ユ ●4はただらに退かないで,olr
書″アウトになる,、 定書になるまで経摯し、その■灘染 した螢に賦合から■
かなければならない。この輸 ●督囁 その,手は,人●π奮に投澪したら交代
しなければならないのだから、リリーフ●●●ウォームアップさせておかねぼをら
ない。リリーフ腱手は、書割員の■富な剌履において、3球またはそれ以上●摯●

動 される。

―

を受けたと0、 菫書″その投■のもとへ●0たいと0には、薔判員にそ
の中■を整瑣す0ことrr●る。絆,′あれ颯 マウンドに,く 目菫には曖えられ

ない。
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饉者が投手のもとへ

"く

口臓 ¨

:注 ll aが目で― にある 鐵 を目んでいるlg`の口い場嘉 を °フアウル

,イ ン。と置0かえて洒用する。

1注 21 麟● (ま たはコーチ)'蜃手のもとへ●つた換、フアウルラインを魃えて,1

●上げたら、その

“

手は、そのとを●

'奮

″アウトになるが、た者になる●、また

ば喫守齋代になるまで奎難した螢でなければ邁くことはで0ない。ただし、そ●lr

密に中 た場合は、この瞑りではない。

は 31 腟督 (ま たはヨーチ)r投 り゙もとへ,つた回菫を薇えるにあたつて、投手

交ヽ の適育
"'な

われた螢、アレイ
'■

■されるまでに斬しく出て0た
'■

のもと

へ壼,(またはヨーチ

'7r●

つた場合、菫● (ま たはコータ)r7ウ ンドに

'つ

て

投手をEけ、そのままとどまつて新しく出て0た●手に置示を与えて|!0上17た場

な い,れも1度とは口えないム 次の場合は、い

'れ
も菫● は たはコーチ)′

崚,のもとへ行つた口織として壼える。

(1)魔督 〈またはヨーチ)●フアウルライン建くまで0て
'事

に置示を与えた0
合.ただし、フアウルライン近くまできたム 級■に鑽示を与えることもなくそ

のまま厨か直して

'1書

Zした場合を餞くo

12)崚■の力からフアウルラインを餞えて、壼督 (また0コーチ)の償示を受けた

曇

(3)コーチ″マウンドに,って投事を,け、フアウル彗威まで戻つて0て菫督と,
ち●●tてから、新しく出て0た崚゙ のもとへ●つた臨

lt41 コーチ (または菫●)ス マウンドに

'つ

て投手を退け、餃しく出て0た重

量菫rに僣示を与えるために菫,(またはコータ)'マウンドに,つ た後、そのと

0の II●に代工

'`離
れたとき、壼● (きたはヨーチ

'″

富rその投手のもとヘ

,く ことは臓されるF.そ獲 はたたちに賦合からEく ことはできず、その代

'ヨ
"ア

ウトになる

^痣
奮になるか、攻守交代になるまで投黛した復に、通かなけ

ればならな|、

1注 31 アマチユアー は、本秦■ついては、各適菫0菫定を適用する。
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呻 ,

9劇 審

棗  員

判  員

"1審
判員の質獲と爾瞑

(3)リ ーグ会長は、1名以上の審判員を指名して、各リーグの理事糧拭含を主●
させる。

構割員は、本公認鶏即に彗う てヽ、鶴合

―

とともに、賦合申、鶴敬場
における麓筆と秩序とを鐵綺する■にも任する。

(b)●審判員は、リーグおよびプロフェッショナルベースボールの代表書であり、

本規則を厳格に適コする機限を鑢つとともに、その■にも任ずる。襲割員は、プ
レーヤー、コーテ、壺書のみならず、タラフ投瑠員、従黛員でも、ホ親劇の出樹
ム あ雲″あるとすには、その期定の任議を行なわせ、支障のあると0には、そ
の行動を目し控えさせることを0じる構瞑と、理劇迪猥

"あ
れ嶽 規定のペナル

ティを,,構猥とをやつ。

(C)審判員は、本規則に,置に規定されていなt澪項に関しては、自己の鐵量に
毬
'い

て、織定を

一

ぇられている。

(d)審判員は、ブレーヤい、コーチ、菫督または控えのブレーヤー

…

員鶴
を鳴えたり、スjF―ッマンらしくない賃動をとつた場合には、その出場贅薔を8
つて、賦合から餞く構限を綸つ。審判員″ポールインプレイのとき、プレーヤー

の峰 3つた場合には、そのプレイ″終了して、初めてその効カー t
る。

(。 )審判員は、その判麟において、必要とあれ颯 次の人々を競技場

"●
颯場さ

せる欄猥を掏つ。すなわら、

(1)′,ウンド螢傭員、案内人、― 、財厠記看、散増局員などのように、
仕事の性質上、麟載場に入ることを絆されている人 。々

(2)競技場に入ることを絆されていなセ颯 衆またはその億の人 .々

‐ 鮮



露  剌  rl 曖

蛇 蜘 ¨ 錠

(a)ml・ フェァがフアウルが、投澪″ストライクか

“

―ルか、あるいは建奮

"
アウトtt―フかという曖定に限らず、●莉員の判断に薔りく腱定は最腱のもの

であるから、プレーヤー、菫書、ヨーチ.または理えのフレ‐ヤ‐ス そ●織定

に対して、REを唱えることは絆3れをい。

lel r―ル、スト
'イ

ク囃 IEつ いてEBを電えるためにブレーヤー卸 菫

置また0目をntた り、EEまたはコー′″ベンチまたはコーテスボックスを薔れ

ることは靡されない。もし、●●に興口を唱えるために本昼に向かつてスタートす

れ颯 ●●″鞠崚られる。●●にも,●●ら,オ塁に近つけま 試合わら輸かれる。

(b)審判員の

一

を鍼つて下された疑いがあるとさには、菫督だけ

rtの霧定を鏡剣ゆ く正しい載定面 正するように要鶴すること
'で

営る。

しかし、盛督はこのような餞定を下した審判員に対してだけアピールする 鶴厠

適用の田正を,レ出る

'こ

と″書きれる。

:注 11 イニングの

'ま

たは■ガ苺わつたと書は、崚■およ●内野手′フエア地域t
奎る0●にア

`―

ルしなljltetらなιヽ

は 21 鬱莉■4鶯厠に,した曖定を下したにも,かわらス アピールもなく、定

められた翔

“

″苺留てしまったあとでは、たとえ●囀員″、その颯りに気れ てヽも,

その曖倉続 することはで0ない。

(c)宮剌員ス その機定に対してアピールを受けた場合は、長盤の総定を下すに

あたつて、い の意見を求めることはできる。餞定を下した審割員から相

餃を受け級 麟いて 書ヽ判員は、籠の審判員囃 に対して、樹辞を加えた

り、顔 を球めたり、興口を雪えたりすることは籠されない。

審判員″協日して発に下した颯定を変更する鶴合、書割員は、建書をとこまで

濾あるかを合●、すべての処置をする種瞑を有する。この書判員の織定に、プレ
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, 剌  員

―ヤー、菫督またはコーチは興麟を鳴えることはで

'な
い。風菫を瘍えれ颯 鶴

含から鯰かれる。

願ヨ注,】 口彗は、書莉員にブレイおよ― を凛
=し

た目■について麗■ゆ る
ことはで0る。しかし、いったん書割員の籠鴨を受けれ颯 甕割員に萬書を電える
こと●|1菫 llaい。

lE22: ハーフスイングの餞 理瘤′スト,イ クと童●しながったと,だけ、菫督
きたIm●ふ 風ったo●かについて、口,のアF7tイ スを受けるよう博書に菫麟
すること

"で
書る。黎書は、こ●よう0露薔″あれ颯 E●にその2定を―●しな

ければならない.

E瘤撻、隷饉●らの要麟′かにま ただちに縁定●T●.このようにして下●れた
日●り織定は燿薇のものである。
ハーフスイングヽ ついて、菫督またい を,をつても●―ルインプ

レイであり、EeFス トライタの議定に変更する場合″あるから、,嶽 建な ,
事を固わス ■2●齋化

…

るよう●IE8していなけれ●2らない。

― 、ハーフスイン外 彙彗を鳴えるためにタフグアウトから出て一日または三

日に向かってスタートすれば,骨F見せられる。●書にもわかわらず―塁きた諄言

こに,'けぼ餞●から陰かれ●.壼督■ 一ヽフスイングヽ 口して員口を電えるため
に′′グアウトを離れたつもりでも、2F―然 ストライクの宮書について日目を嘔
えるためにタフ′フウトを自れたことになるからである。

(d)賦合,、 癖割員の変更は露められない。ただし、黛気または負傷のため、変

更●●慶
"奎

した場合はこの限りではない。

a"● ― 劇、
―

劇

(a)1人― 員だけで試合を●当する場合には、その鶴覇と機風は、鶴観場の

あらゆる藤 本帥 あらゆる条項に及●.その任蒻●鳩,上、― 内の嬌適

と思われる場所にセ置をとらなければならない。0察は鶴手●螢方に、―
いる場合は、と0と して崚手の後方に位置をとる)

(b)2人以上●錮莉員r試合,a当する場合は 1人はアン′資 ヤーインチーフ
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1elに、■はフイールドア′ヽ イヤー G諄り に猥定されなければならない。

9“ 総書および屋露の任置

(a)アンパイヤーインチーフ (鶴お鑢寝とlrばれている)●、鶴手の後方日立置

し、そ●●●は次のとおりである。

(1)試

“

颯肛な齢 に関する,べての観 と機轟とを特つ。

(2)椰争0医方に位●し、ポールとストライクを宣0し、かつそれをカウント

する。

(3)Hta3によつて童●される場合を餞いて、フエア館―ルとフアウルボー

ルを童●する。

(4),書に回するすべての餞定を下す。

(5)酒富屋書″

'な
うものとされているものを瞼いたすべての目定を下す。

(6)フォーフイッテットグームの織定を下す。

(7)鳴定の時刻に餞菫を■ち切ること″決められている場合には、鶴含腐鐘前

にその専葉と終了時刻を公壼する。

(8)公式趙腱員に打●順を知らせる。また菖場プレーヤーに変更″あれ颯 そ

の変更を知らせる。

(9)澪瘤の判断で韓剛グラウントルールを発慶する。

(b)フィールドアンパイヤーは、屋におけるとつき0織定を下すのに最適と思わ

れる●置を占め、そ噛 は次のとおりである。

(1)特動 をう場合を爾く目におけるすべての霧定を下す。

(2)タイム、ぶ―ク、反厠綾濾またはプレーヤーによる●―ル●晨蘇 33の

童管について、露書と同●の調議を鑢つ。

(3)この規画を籠,するにあたって、あらゆる方法― を麟動し、現劇の譴

,と規篠― については、露書と同等φ欄理をやつ。ただし、フオーフイツ

チットグームの倉合はできない。

(c)一つのプレイに対して、2人以上の0剌員″曖定を下し、しかもその縮定″
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食1鴻つていた場合には、苺密は審判員を集めて協日し lu.プレーヤーをま

しえず、審判員だけで)、 その総果、通得露書 (または、このような場合には総

書に代わつて解決にあたるようにリータ会長から題螢された●判員〕ム 最適の

― ら見たのはどの書莉員であつたか、またとの構割員の餞定″正しかったか

などを参爾して、どの餞定をとるかを決定する。

このようにして、決定された織定は最終のものであり、0めから一つの織定r
下された場合と同様に,賦合は鯰行されなければならない。

a“ 鬱腑蹟¨

(a)審判熊 、すべての

…

たはその他始 しなければならない●X●
を、試合終lr餞、卿 以内にリータ会長まで報●する餞鬱,ある。ただし、

餞薔またはプレーヤーを通場させた賦合には、その理由を付露することを必要と

する。

(b)書割員″トレーナー、監気 コーチまたはプレーヤーを次の電自で退場させ

た場合には、書判員はその日鋼を4時闘以内にリー

…

報貴する鶴議″ある。

すなわち、これらの人 ム々 璽判員、トレーナー、菫督、コーチまたはプレー

ヤーに、野,不櫂法,日を用いて餞置できなttteを加えたためか、●力を働い

たこと″E場理由となった場合′それである。

(C)'一グ会長は、審割員から、壼書、コーチ、トレーナー、プレーヤーを通場

させた日●級自を受けたなら嗅 たたちに自己●剌断●LHと思われる回餞をヽ

し、その目を当事奮ならびにその所属クラフ●代表書にE合しなければならない。

肛餞会をヽ せられた当整 週●螢5日以内に、リーグ事務局長にそ0綺菫

を支払わなかつた場合には、支払いr完了するま● 試合にIL●●ることもベン

チに座ることも撃工される。
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審判員に対する―般償示 臓潮

審判員は、鶴菫場においては、プレーヤーと私鱗を変わすことなく、またコーテス

ボックスの中ヽ人つたり、任鶴,のコーチに腱しかけるようなことをしてはならない。

融 は常に■澪を保ち、しかも工しく肴層し、競技場においては、敏種●

…
渤●をとらなければならない。

クラブ餃腱員に対しては常にateを重んする必要はあるス クラフ事務

"を
麟ねた

り、やヽあるクラフ0役腱員と鶴しくするようなことは避けなければaらない。

観莉員″餞技場に入れま ただその餞合●代表奮として鶴含を審判することだけに

専念しなければならない。

中 にもなりかなないほどの露ι薄 饉r起こった場合、その事越の解決を回建

したというJleを受けるようなことがあつてはならない。常に規劇漕を鶴●し、0“

レた固饉を解決するにあたつては、たとえ10分面賦合を停止することlFあ つても、

よく鶴厠●を日ヽ その解決に万全を回して、その試合を薇銹試含あるいは富試合に

しないように,めなければならない。

試合翻 ●せてはならない。試合藤 しばしば寝氣員の日彙ある慎剣を露びによ

って、より以上の鮨屋をもたらすものである。

警割員は、麟菫場における職―の代表僣であつて、毬セ落 口と、よりよ0蜘野とを

必要とするようなつらい●●におかれることFしばしぼ目こるム 露ι● 饉に対処す

るにあたつては、超懐を議てて自劇すること″、いちばん大切なことである。

甕割員は自己の決定について、諄りを犯しているのではないかと疑うよう0こと
'

あつてはならないし、ヨた、たとえ瞑りをなしたとしても、電0合わせをしようとし

てはならない。すべて見た31ま に鶴れ
'て莉定を下し、Ⅲ―ムチームとビツテイング

チームとに彗別をつけるようなことがあつてはならない。

鶴合遣薇申はボールから日をmしてはならない。痣書
"目

を臨んだかどうかを知る

ことも大切ではあるス 贅減の落ちた地点を見定めたり、送類の

'力
を最後まで見さ

わめること″より重要なことである。プレイの判定を下すにあたつては、早きること

―14‐



蜘 員に彗 ろ慟

なく、EEを期さなければならス 野手″ダブルブレイをなしとlf●ために逮筆する

場合にも、あまり早く向書を変えてはいけない。アウトを童管した楓 一応落露の有
鶴
―

る●蜃rある。

たりな″ら 。セーフ.。ァウト.の童書o動作をすることなく、そのアレイオ苺わ
るのを持って、館 を下さなければならない。

各瑯剌員は籠単な1颯のサインを用意しておくあ雲rある。これによって、自己の
工,―を僣れ颯 その明らかに間違った決定を工すこと″できる。・ プレイを正しく
見た。という磁償″あれは 範 ●密割員、日け。というブレーヤーの要求に従うあ
整はない。国ョFなけれ嗅 同燎の 1人に関くこともよいム これもあまり度を鶴す
ようなことなく、樹敏にブレイを十分に錮菫して薔判しなければならない。し0しな
″ら,IEしセ判 定を下すこと″第1●察爾であることを意れてはならない。凝命のあ
ると0は、ちゅうちょtrR●と協口しなければならない。構割員F咸壼を保つこと
はもちろん大切であるス 無 ぁる。ということ″ょり重要なことである。
薔莉員にとって最も大切を掟●.°あらゆるプレイについて最もよ,池置をとな

ということでぁる。

たとえ判定
"完

量であっても、審判員の個島颯 そのプレイをはつ●りと明

“

に見
ること″で●る地点でなかつたとプレーヤー″趙0たときは、しばし颯 そ●莉定に
興餞を嗅えるものである。

最後に、書割員は礼儀をヨんじ、しかも公子にして燿議でなければならない。そう
すれ颯 すべての人 か々ら尊敬される。
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1000 記録に関する規則

1■01弾
(a)メジャーリーグではコミッショナー●蒻局、マイナーリータで●●リータ会
●F.各リータの選手構讚Arス トシ_ズングームあるい●オールスターグー
ムのた0に公式露録員 (以下 I寧る目りを任命する。

露録員は、疇 納 の中 で鶴含
・

露録をとり、撼録に関する環剌
の適用に関して、たとえば打着

`‐
日

“

奎0た場念 それ

"安
打によるものが、

失策によるものかなどを、独自の判断で決定する樹燎をやつ。
露録員は、その決定を手で今回するか、露書潮嘔拡声薔によって国書鷹およr

放邁童に伝違し、また蜃求″あれ颯 そのような決定す■について場内放送員に
動曰を与える。

《クラプロ員およびブレーャーは、その決定について鶴匈員と意見を変換する
ことはできない。》

紀録員は、拭合終了後あるいは,スベンデッドグーム童會後密時閲以は 、
あらゆる記録を決定しなければならない。

0ジヤーリータのプレーヤーまたはクラブヽ .試含終,螢 〈または,スベン
アツドターム童管後)″腱口以内、あるいは筵録員― の規定により賦合終
了後 (または,スベンアッドグーム食鵠 24時間以内に鶴合申に下した決定
を変

=し
た場合はその変東から72H関以内に、書口または田められた電子

"手段によってコミッショナ鶴
―

して、通旧同P蓼

““

彗に爾摯員囃 を
見直すように要求すること

"で
きる。題言椰口■■をは、すべての関連する利用

可壺な映像を大手しなければならず、摯

"″
必要と翻めたあらゆる証拠をよく●

慮して、露録員の決定″■らかに餌っていると判断した場合腱 、ロコ員にその
決定を

'コ
するように命じることがで書る。以後、この決定を変更することはで

きない。鷺営部薔責任書は、プレーヤーまたはクラフ″くり返興 しに値しな
い申し立てをしたり、不麟実な行為をして、申し立て手縫●を饉用したとみをし
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た場合には、■書の後にブレーヤーまたはクラブに焙宣を国錢をヽ すこと
'で

●

る。

マイナーリーグのプレーヤーまたはク
'プ

は、リータ0颯瓢に蓄れ て`、リー

グ会長 口ヽ機日の決定を見直すように整黎すること″で彗る。》

饉録員は、露合終了後 (フ オーフイツテ′ttグ~ムおよ●●―ルトグームを合

む)、 メ′ヤーリーグではコミッシヨナー事畜局、マイナーリータでは各リータ

ー

した鐘 に従つて、い を艶 レ

…

る。すなわら、

試合0日麻 博場名、

“

合したチーム名および書割員名、試含のフルスコア、ロ

饉に関する環瑯に特に規定した方式に従つて作成した0ブレーヤーの個人露饉で

ある。国鍮員は、この銀●●を試合腱7螢で書る限り濾やかにメジャーリーグで

はコミツ●/ヨ ナー専樹局、マイナーリーグで●各リーク●●局に甚出する。

露鑢員は、一博停止賦合
'完

了するが、または412(b)(4)に よつてコール

ドグームとなつた鶴合は、いずれもで0る限り速やかにその軽育●を猥出する。

(1出 )

等選捻彎讐難:驚:な:爾穿鍮嘗重
員螂

"肛

,を解決するたOE力すべ0である。

(b)(1)=饉 員は、いかなる場合でも、露饉に関する菫劇を含む本親劇●条頂

に反するような露饉についての決定を下してはならないし、露録にm●●規則

を麟菫に守らなければならない。

国鑢員は、●割員の口定 Eヽするような決定を下してはならない。

饉録員は、本蒻劇に明置に麓定0れていなι導項に関しては、自己の餞量で

その決定杯 す構饉″与えられている。

メジヤーリーグではヨミツ・/ヨナー専薔局、マイナーリークでは各リー′会

-1“―
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長は、国録に関する菫劇に反するような屁録員の決定については、変更するよ
うに金しなければならない。また、露った決定をRIEIるために必要劇滲正槍
置をとらなければならない。

(2)3人アウトになっていないのに政守交nガ行なわれた場合囀 、記録員は
たたちにその鎮りを理密に知らせなければならない。

職憮 鶉 蠅 :蠅:

(3)墨蒻拭合きたは一崎0上鶴合となった場合には、口録員は、優,または一
時停上になったと0●状饉を、待嵐 ァゥトの菫、各奮奢●位颯 ●●●

“

―
ルカウント、面チームの打霞豪、交代して追ぃた選手にいたるまヽ 諄剌かっ
IEmヽ報管しなければならない。

!雌露鯨諏i醗
:爛鷺】;鬱i懸塾]慾鷲

(4)記録員は、たとえブレーヤー″打順を藤っていても、書莉員彙 は同チー
ムのいかなる人にも、その事実について●lFtり 、注意を掟したりしてはなら
ない。

(C)E録員は、公式代表警であって、そのコ議に関する限り、0敬を受け、し,
も減霞が毎てるようにメジャーリーグではョミッショナー事壺月、マイナーリー
グでは各リータ奎良″十分な保目を加えなければならない。
露録員は、そoこ薔●濾

"に
あたり、菫書、プレーヤー、クラ′機議員から苺

‐ ←
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尋釣口画を受けた場合腱 、いかなる0のでも然るべ●リニグ役職員まで露告し

なければならない。

1002リ ーグ″公式記録●露育書を積定する場合、次に列●●0各項目の瞑字″館入

で●るものでなければならない。

(a)lreまたは定書の口苺つ項目は次のとおりである。

(1)●●を完了した回歓、すなわちfra(ァ ットパット…"AB)

ただし、漱0場合は打歓には常入しない。

(1)構筵レヽ ントおよび蟻饉フライ (ul四球 lul死蹂 tlv)鯰書 (イ

ンターフエア)またはた昼鯰害 (オプストラクンロン)によつて一目を得た場

れ

彎ン饉:1:彎:碁誕1驚繁辞繕鋳講議縄驚懸纂影;

卜,ク●/ョ ンによつて一目を縛た場合でも、露毎員Ftの
'澪

を安
'と

剌麟したと

●には、●曖を取り調きないヽ π書に

一

るo

(2)0 点 (ラン……R)0菫

(3)'lr(ヒ フト… H)強
(4)● 点 (ラ ンス′つ テツトイン・・……RBIl●歓

(5)二塁打 (ツーベースヒツト…・・23)

(6)三塁打 (スリーペースヒット……3Bl

(7)本昼● (ホームランー・瀾0
(8)塁 打 (ト ータルペース…r")

(9)患 屋 (ス トールンペース……SB)

(10 饉レ くント (サクリフアイスメント…Ⅲm)

(11)難フライ (サタリフアイスフ
'イ

…・Sつ
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(12)四 理 (ベースォンポールス……BBl●継菫

(13)驚童の四球を区別してロコする。(イ ンテンショナルベースオンポールス

IBl

(141 死 苺 (ヒ ットパイビッチ……HP)の数

(15)妨 害 (ィ ンターフェア……m曖)または定塁勁書 (オブストラクション
Ob)●―Eを与えられた晨

(1`)三 猥 (ス トライクアウト……so)

(17)フ ェアヨロによる,穀,(cDP)、 すなわち、フォースタ′、プレイ童
たはリバースフォースタブルプレイとなるヨ●の数 くつ'ta,b参嵐)

:翻  "勧崚
"寝

蔵の麟餃■ 殖籠為によってアウト‐ 増を受けた場合には、
その

'奮
に,艘ヤを筵苺しない。

1裁 11 たとえ颯 掟奮―目のと●、一

―

ゴロを建って3-6-3のダ′
ルブレイを行をえ颯 フォースグ′ルプレイとなり、アウトをとる卿中を変えて3
-3-6●タフルプレイを,なえ

`リ
メースフォースグ′ル′レイとな0.

また、定書薇コのと●、

―

●鋼つて三量に触れた後、5-2でヨ
購 をタックフゥトにしたと0のように、日:アウト″一日以外の日でのフォー
スアウト、

"2ア
ウト″フォースアゥトにされるはずであった定書F、 日に毬する

前にタッグアウトになったとoも画書、り′t―スフォースタブルプレイである。
なお、,督o"ったm継 ラィナーを,゛

"書
として (… はなく)前述の

ような0量を●Prつ ても、■菫,とはみをきない。
:注 21 ●籠

“"“
Fとなるようなプロを,っ たと●、

"lア
ウトr成立したユ

"2アウトに対する場織を||●″樹らえ猥したためにその饉事に癸軍″筵饉されたと
きのように、,崚

"完
成さ

…
●った●●rも、その,各には,崚打をE●●る。

(181 Йヨ劇 (コ ートスティーリング …CSIの薇

(b)各苺手の記録の項目は、次のとおりである。

(1)剌 蔵 (ブットァウト……PO)の数

(2)撻 数 (ァシスト……A)の欧
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―
繭

(3)癸 黛 (エラー……E)0歓

(4), 殺 (ダブルプレイ …DPlに関与した菫

(5)二重蔵 (ト リブルブレイ……TP)に腱与した機

(C)●懺手の露録の項目は次のとおりである。

(1)綬摯した回数 (イ ニングピツチド・`■0

i

輻 響 窮

'脇

klァゥトを目曖海

“

いヽ 物 醸

●に3分●1の織澪回を置鶴する。

こつをとつた場合ヽ 、この3分●2ロ
ー

るo

(2)●崚手0もとにおける●奮執

(3)●崚手のもとにおける打菫 (lQ"aの :倒ゆ

(4)各餃゛
"与

えた安

'の
歓

(●)を餃手
`与

えた博点 映ω Oヨ

(6)●観摯″与えた自責点 (アーンドラン…Ⅲm● 菫

(7)を撥壽′与えた本鶴打●蜃

(8)各観●0もとにおける鶴講バントの露

(9)●崚手のもとにおける餞筵フライ●欧

1崚
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1●2               -銀 ●書

(10)各投手F与えた醸鈍滲 教

(11)各投手r与えた故意四澪o露
(12)を投手F与えた死球の蜃

(13)●毅手″3った三銀の歓

(141 -晨 螢 (ワイルドピッチ……WPlの数
(15)各腱手のボークの菫…■■

(d)次の細目を付加する。

(1)層崚゛名 (ゥ ィニングピッチャー… wl
(2)鰤 名 (ルージングピッチャー……L)

(3)各チームの発見おょび交代完了の投゛名 (グームスタート、,―ムフィニ

ッシュ… cs・ cP)

(4)セープを与えられた崚学名 (セーメ ーs)

(c)各鶴手の迪球 (バストF―ル… PDの 政

(f)研艘おょび三日餃に関与したブレーヤーの氏洛

:菫測  たとぇばとのように日入する.

併撥‐ツヨーンズーーロバーッーースミス (2)。 こヨ崚‐ジョーンズー_ス ミス.

(8' 各チームの残塁 (レフトオンペース……LOB)●菫
叛菫露とは、走書となつて、得貞もせず、アウトにもならず、日に残った全た

者の数をいい、たとえ颯 内澪ゴロを,って他の定書をアウトにしたためにお3
アウト

"成
立し、一目に鱚するまでにその回″縫わったと0●″書定書を含れ

(h)捜塁本塁打を,ったI●●氏名
(1' 最k回の凛3アウトになる前にD欺ガ決まった場合には、決層の得点rE録
されたとなのアウトの薇

(,, 各チームの各イニングにおける健点

(k)次の頭で歯割員名――苺無 ―菫塁無 =義 三塁塁無 必要とあれ颯
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―

ゆ

去 密 喘 書 割 , 榊

(1)天捩状鳳 停電あるいは試合に関饉な1繊質的r●による層
=を

差し,Iいた

二味の試合鯰回

腋臓譴 ′レーヤー、餞線 コーチ、歯莉員の負鬱事当のためい 合鑢回に■

入する。

(■)ホームチームにより薇書きれる公式入場書歓

1003夕 ヨヽヨ麟ヨ鶴卜′
'11層

,日訂¢ンタ1成

(3)公式館録●報告書φ書成にあたつて、屁撼員は、ます各ブレーヤーの氏名を

その守優位置とともに、■●頭に従つて口議する。また途中で●わつてIheして、

試合″終わるまでに1度もlr●につく日会raかつたプレーヤーの氏aは、予定

の打●順によつて露綱する。

写轟恐犠鬱機毯:漁騨警
には、これを

"し

t●●鸞ことして饉査書IEE●しない。

(b)それぞれのチーム●″賦豪に代

"管
または代た奮として各プレーヤーを屈入

した場合には にのまま●機についた■合にも)、 輸
"の

特うであらわし、女代

事情●観胡を加える。

_魔代釘書また0代定書として発表されただけで重質に中 ず、さ

らに他の代打省または代走宥と代わつた場合には、そφ旨を配入する。このよう

な2脅目の代沖書また餞Rた替0行為についてもその日を饉入する。
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lu●              検
' 

不正位,議の国苺悛

“

識セI 奏代して||● したブレーヤーの書
=に

は8.b、 C、 d 一の特●●Hいて、
たとえ嶼 aは 3口 Aに代わって,打した、わは6回Bに代わつてフライアウトと
なった、cは 7口Cに代わって静 フォースァウトになる●口を,っ た、dは ,
回Dに代わってゴ●を,ってァゥトとなつた……のような量,を加える。
一度懺工奮または代漁書として発褒されただけで実策には賦合t出國■菫 さらに

豊錯 〕:蜀
つた場合には、い は7回Bの代″

`代

滝)と して発

(c)“ッタススコァの綸●

各チームの打壼、四霧、な 霧議バントとよ
― フライ、妨富 (イ ンター

フエア)およびたE妨書 (オプストラクション)による●基量の合計と、そのチ
ームの得嵐 残塁ぉょび相手テームの輸  (ブットァゥト)●ellと 誅 ともに、
そのチームo打書薇と●しいかどぅかを撻かめ、その結果、それ″一致しておれ
ば各議字が正しいとぃぅ肛切になる。

(a),摯鑽t晨りがあったときの記録法

額 を餞った,試 その瞑りを書機されをいまま打●を完了してアウトにな
つた後に、アピール″成立して正位打費″アウトの宣管を受けたと書には、不正
位打者のアウトの状態をそのまま正機r書に屁離する。たとえ嶼 不工位打書A
″壼ヨロで一日でアウトになつた後、アピールによって正位打書Brァゥトにな
れは Bは避ゴロして一日でアウトになったものと鶴録する。

^上
位打8●た者となって出屋した優アピール′あって、日立″書

"ア
ウトの
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コール●グーム                 10∞

童會を受けたとき餞、鶴手に剌理を与え、■饉

"書

には″曖 1を,録する。した

"つ
て、不工褻

"書
″セーフとをった露録は抹消する。

凛人の,有′、緯けぎ蹴に●Hを鵬つたために,錮が■れた場合は、各プレイ

`村
なわれたままを鶴緑する。

は 21 たとえス :書の,饉ヽ2■7'つて言鉢 次に1''■■で2アウト、3

番を毯かして4鶴ヽ S●と甕 てヽ安rを放つたときの日饉法藍 1●●2アウトと

2●●1アウトとアウトの目は前優す0●.そのま●そ¨ ところ機 咲

掟腱 れた3■嗜とばしたまま4蘇 5薔と屁録する。した′つて、3薔0打曖は

―つ少なくなるのは普蟷である。

(o)コール●グームおよ●フォーフイタ

'フ
トグーム

(1)コ ールドグーム″正式試合となつた場合、410"よび411の麓定に従つ

て、試含終了とな養 でに国録された個人とチームとの目録を、すべて公式記

録に

“

入する。ただし、ヨールドケームrタイグームであつた場合は,投手に

対する勝観手、政餃手のE毎だけは腱くo

(2)試合r正式賦含となつた後に、フオーフイツチツトグームになつた場合は、

試合終了となるまでに属録された個人およびチームの口母を、すべて公式鶴録

に●A●る。

フォーフイフテフドゲームによつて霞ちを得たチーム●.相手チームよりも

多くの特点を露録していたときには、1017●規定に従つて餃手に対する勝筆

手,政崚手を決定して、公式露織に●A●る。

フォーフイクテツドグームによつて膊ちを得たチームの得貞ム 鶴手チーム

の特点よりも少ないか、管しかつた場合には、投事に対する撼畿摯、厳綱手を

回 レない。

試合″正式鶴合となる前にフォーフイツチツドグームになった場合、すべて

の記録は公式露苺だ

"入
しない。この目は、フォーフイフ

'フ
トゲームとなつ

た専置を●●●る。
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Ш ″ 点

:ぼ饉1 露録員は、フォーフィフ,フ ドグームr宣●された日点にわける賦合●餞風
にもかかわらス フォーフィッテッド′―ムのスコアを,対 0とみをしてはならな
い。03"

1●

“

,点0国録は、本条規定により、lr2●打撃″得点の原因となった場合に、そ
の打書に与えられる。

(a)わ 場合には,点を樹苺する。

(1)"霞
"、

失黛にようま 安打、― ント、饉籠フライ、または内聟のア

ウトおよ0賢手選ェによって定書を得点させた場住 ただレ、本条(b)″適用
され

…

織く。

(2, nE●.四球、死薫 妨書 (イ ンターフェア)およ0た墨鯰富 (オフスト

ラク●/ョ ン)によって,書″建者となったために、建者に本量F与えられて得

点″記録された臨

(3)0アウトまたは1アウトで、い に対して矢策″あつたとき=E綸
書″得貞した場合蟻、そ●矢鐘rなくても、定書は簿点できたなどうかを臓か

め、癸餞ガなくても撼菫で0たと口めれ颯 打者には,点を与える。

(b)次の場合には,点を湿録しない。

(1)●書″フォースタうヽプレイまたはリバースフォースタブルプレイとなっ

た●口を●つて定書を本昌融 え入れ続

(2),曽″フォースタブルプレイとなるようなヨロを打ち、第1アウト″成立

したは 一菫 (ま たは‐塁以外の動 での第2アウトに対する送織を層手″腱
らえ螢したために、そ婢 に攣 されたと●に

…

した臨

(c, 層手″ポールを持ち,なたり、あるいは昌へ燿用な逮摯をするようなミスプ
レイの同にた書

"て
貞した場合に、露苺員″打奮にlrHを与えるかどうかは、次

舜 を参壼して決する。

点打
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1¨

すなわら、このようなミスプレイにもかかわらず、この面走奮
"た

り優けて得

点した場合には、lra輌 点を目霞する
"、

いつたん上まつた脅師は このミ

スプレイを見た上ヽ たり直して得点した場合には、野手選択による得点と鶴録

して、Preに噸 菫は与えられない。

●

タ 打

1005安Tの露録●、本条瀬定により、

"奮"安
全●Eに露した場合に、その椰書に

与えられる。

(a)次●場合に●安

"を

記録する。

(1)フエアIIF―ルr、 撼手に饉‐ 前に、フエア地域に露下するか、フエ71e

の のフエンスに当たるが、あるいはフエア地域φフェンスを越えたため

に、打奢が安全に―E(またはそれより発の昌)に奎●た臨

(2)フエアぶ―ル″験すするか、または蒻す

`た

ために、賢手Fその

「

澪を処

理レようとしたrtの機会″なくて、打省が安全に―Eに生0澤副箋

感識朗 たとえ嗅 趙摯■
"拠

錮すればアウトにで0た0も しllaい と思ゎれる●諄

に対して、
一 `出

してアフレタトしたり、あるい●途中でカットして

“

理

しようとしたF.●局′レイ′で0すに終わつたような場合をとには、●lrと鶴母

する。

L団 °デフレクト。とは、中 触れて球菫を国めるみ ある1… 力n
を変えたことet●●る。

(3)フエアポール″不自然にバウンドしたために、野手の僣逮の守口では処理

すること″できないか、または賊手に餞れる前に、競争榎あるいは各菫 い 風

を含り に触れたために、野手の管通の0億では処理で0なくなつて、

"書
″

安全に―Eに生0澤動箋

(4)野手に触れないで外野のフエア地域に違したフエアlt―ルによつて、lra
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1嘔                節 を麟 しなt■●合

″安全に Eに■

'る

こと″でき、しかもその打球は、野手0普通●守優では

とうてル颯 菫で,aかったと記録員″割置した臨

(5)野手に触れていないフェアIF―饉 、走奮、中 解 また嘩 にフ

エア地増で触れた場れ ただし、定渚
"イ

ンフィールドフライに触れてアウト

を宣●されたと書には、安

"は
与えられない。

(6)lrtを餞ったは 権 をアウトにしようと鶴みた

…

し

かもそのお澪t対して普滅に0■をしても、一菫で,奮建者をアウトにできな

かつたと屁苺員″判断し続

lEH "籠●コ●適月ゆ たって■義●あると0は、3に●●●●Fta判定を与え
る。

'コ

Eヽして,お,好●置をいなったな 縮くアレイF brなくァゥトをと0こ
と
'で

0なかった綺合なな は、安,機 するの機 力積である。

(b)次の鶴合には安打を配録しない。

(1)何書のiい

“

ヽ 定書r闘餃 (フ ォースァゥト)されるか、または聟手の央

"に

よって獄理を発れたような場合。

(2)●省″■らかに安打と思われる●―ルを打つたにもかかわらス 遣目を晨

蒻づけられた走奮 c陥膠定書となつたため)"、 次昼●麟目を瞑って、アピ

ールによってアウト爾測 になつたときは、その打奮には安Fを与えず、■

颯を解 け る。

(3)●球を扱った崚手、競手また0内苺手れ 次日を事おうとするか、元つ凰
へ母ろうとする発,奮奮をアウトにした場合、あるいは,通の,欄でならアウ

トにで0たにもかかわらず、失鐵つためにアウトにで葺なかった場合には、,
者に安打を与えず、

"跛
1をE●●る。

1奎 1: や饉″ォーバースライドなどのために、いったん触れた目をatてアウトll
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単■・ヽ打の漱                   1●∞

なつたと0には、

'奮

陰た書を泊めること

"で
0たものとみなして,tr●に

''を蹄 る。

●奎21 本調でいう内苺手とは、A,手″普燿●守億菫国内で守●した層合だけを僣
し、A●●″その守薇彗日を鶴えて外,II●●した場合には、nFrと はみをさを

い。たとえば滝奮ここφと0、 lr3・― ●と4●●と●●|III小飛球を打ち上げ

た。二塁彙奮は、韓摯されるのを建拿して●コ″少なかつた。落球を見て三菫へた

つたム 遊睾字からの溜諄でニロでアウトになつたような場合には、本項を遭月し

ない切 に●lrを瞳 る。

またい を

'つ
赫 は、定着

"フ
ォースアウトにされをι猥 り、イ書

に鰤 をけ る。

(4)●奮″―魅でアウトになるたらうと暉
"判

断したと0、 mを 扱つた

野手F,,定書をアウトにしようとして

'な

つ鑢 または

…

ど
'不

成功に終0った臨

眠鵞日 ,電●ユ・
…

ただらに
'僣

走奮に向かわない●.わr●に0●た奮

をうか″つたり、または儘●ロヘ酒趙するおりをした (実麟には目慇せず,ために

活織
`霧

れて、||●●―Eに生かした簿0などには、本項を適用しないヽ ■奮

“贅打を霧苺する。

(5)●摯を処理しようとする聟手を妨書したために、建者″アウトを宣青され

た壕Fヽ

ただし、定書がヽ億妨書によつてアウトになつた場合でも、

…

●π

摯測 と判日した場合には、工書には

'■
の記録を与える。

輸 、 鏡 の 場 υ ヒ

1""安打を単打と饉苺するか、ニロエ 三握打また●本凰釘とE録するかは、次に

よつて決定する。(条策またはアウトをともなつた場合を腱く〕
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1●∞                  ll17 ■打の準

(a)次の(b)(c)の場合を職いて、lrElr ar■ まれば単打、二重で■まれば
~塁

払 三塁でヽ まれば三量打、本量に饉れて得点すれば本目rと扇録する。

(b)日に走書を置いて、

"書
の打った,■を級った野手ム 分

"定
書をアウトに

しようと企てている間に、r― r家個の目を奪つた場合には、配苺員は、lr

書″自ら0●撃だけで得ることがで0た唇数ならびに苺尋選択によって遣塁した

菫藪を参詢して、事樹ヽ
~m.鋤

また

…

を決定する。

助識J 刻

"を
節Ft日でアウトになるか、スコ●ためにそのアウトを発れた場合は、

,奮′ヨロを得ていても三塁打とはE録しさい。一日建雪′三塁へ遭もうとしてそ
の日でアウトになる●、または失量のためにそのアウトを発れた幹 には、lrp
~鶴

を饉ていてもヨ肇打と餞E苺しない。

しかし、力

"漁

清
"ヮ

ウトにされる国会
'な

かったと0は、

一

だ菫鑽
に関

“

なく、その

'各
のロエ菫を決定する。すなわち力樹贅罐″1螢のEしか鸞め

なかつたり、あるいは1個も迪めなかったと0でも、●●にや~Etrと
錮躍される

場合もあり、またえ

"●=F2■
のコ●得ても、lraに は旱

"し

か露饉されない場
合もある。たとえば次の場合である。

O 定書一日のとき、打書″右前に安江 右萬手は=日に適苺したF.泄をは三員
に生0、 lreは二風を、た。一―屁苺臨

0 定書二塁、●●Fフェア

"澪
の資■を触つた。た書は樹熱を懸念してリードF

少なく、三塾
=碍

たにす鷲さわった。この国打書こ遣――■螂証に

“

酸■

0た 奢
=■

l ●各●打摯は高いフェアn澪となる。一
=リ

ードをとつた定書は、

0`口らえられるとみて毎日した。ところ″織は撻らえられず安πとなった颯

楚奢●●●で,ず、●●はこの国に二塁●苺た。一―嘔諄

…

(c)長打を放った打書″、こ菫または三目を得ようとしてスライアイングを試み

たときには、逍んだ最後の量を置爆して、初めて二塁打または三塁,と口録する。

打書泄者rォーパースライドして屋に戻る前に麟職アウトになつた場合には、釘

者走者

"安
全に確保した塁と同機の基打を与える。すなわち、18-~3を

オーバースライトして触譲アウトになれ― を与え、三塁をオーパースライド

して麟摯アウトになれば二塁打と工鍮する。
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,ヨ ナ,安,の巫

"決

定 1山

:凛注1 1ratgF_Eあるい0=員をオー7t―ランして、その目に目ろうとして触

鐵アウトになつた日合には、IIB― ■aに麟れた■によつて、その基Fを決定

する。

―

を綺んで撻適し、1!書,そうとして触壽アウトになつたと書には、

二日,F与えられ ,奮楚奮
"三

目を踏ん●E●し、ヨle颯そぅとして触摯アウト

になったと0には、―mF● ぇられる。

(d)F― を放つたム 麟昼に失敗してアウトになつた場合は、安全に得た

勒 菫によつて、単ユ ニロ打、三塁打を
―

る。すなわち、

'奮
龍奢′ニ

菫を踏まないでアウトになつたときには皐工
=目

を踏まないでアウトになつた

ときには二塁打、本量を磨まないでアウトになつたと書には三塁打を、それぞれ

屁苺する。―屋を踏まないでアウトになつたときには、何菫1をE●●るだけで、

安打を屁録しなルヽ.

:日 本項は、資●を晟つた●
=″

麟目に入厳してアウトになつた場合だけでなく、

飩位の定書にわししてアウトになつた0合にもコ電される。

(e)打奢定書205または卸
"(a)の

規定に3●||て、2個または3個の鳳

あるい囀 F与えられた場合には、打奮走奢が鶴んだ目によつて、それぞれニ

趣●、三塁″、本塁

"と

記録する。

,ヨナ,夕打の塁打決定

(1)1006(3)0場合を饉いて、●終回に安●を放つて諄ち越し点をあげた場合、

■書には疇ち越し点をあげた定書″その安打で邁んだ菫と同じ数だけの毬工しか

屁録されない。しかもその歓だけの盤を動 ること″必要である。

〔原注1 609tよ
`7鰤

の回
'定

によつて、traに劇ロ

ー

られて、

―-15"



墨盗

猥●″与えられたと●IEも 、本項剛 される。

■苺員は、層ち越助●は ●奢鸞奮
`目

に麟れる0すか面にE苺されたとしても、

プレイの自然を詢
"り

Ⅲ 崚聘

"爛
巨OERを与える。たとえ颯 9中 で壼

3~Bのとき、打奢″外,へ螢

"を

最ち、一日を鑽て二昼へ向かった●.二塁に違

する0すが面に二菫走看r本昼に適した●●●も、●奮定書
`二

菫に綺す0颯 lr

をにニロ打を与える。

●u lreはェ彙に前記と同菫の日に触れること″あ要である。また、たとえⅢ 燿

終回で定書ニロのと0、 ,奮
`バ

ウンドでスタンドヘス●サヨナ,安●を放った場

●.― ためには、二彗まで

…

ことをあ要と●●.

しかし、定書言日のと●、

一

を驚つてニロに簿んでも、幕工のE毎
しか与えられをし、

(8)最終回、押曽″フェンス越えの本彗●を驚って賦合を決した場合は、

"螢
お

よび楚書Fあげた得点の全郡をE●●る。

ltL07建奢ス ●●.割政、失無 賞摯、資手極択、鶴違、轟

“

ボークによらない

0¨ だと0には、その定書
―

屈録する。この細則は次のとお

りである。

(a)定書,議手の投球に先立って、次量に向がつてスタートを饉こしていたとき

は、たとえその投露″墨崚または鶴題となつても、理 または餞海と同録しない

で、その定書には壼塁を目録する。

壺昌を企てた走奮″晟鮎 輸nOために会,つ目をE●●、他の定書

'盆
菫,

為にようないで遣日した場合には、盗量を企てた掟奮に盗目を飼録するとともに、

轟投または燒題もあわせて
=録

する。

:餞 1: 次甕 轟螢または撻連″あつても、燿奮′讚澪颯先立つて塵量を全てて
いに 、そoた●

―

される。

晨盗
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■

0 動 のと0、 ■宥●四壽蟷よつて次昼
`与

えられをかっ

…

次

菫

“

ntl●あるいはそtXLに遣墨したれ

0い のと0,7●または

'書

の清重に対して、●崚建たは鶴壼″露饉さ

れた●●.ただし、2アウト螢、経 ふ ― 二菫、一 二・ =量のとこのを建

…

およ
・

M―・動 と。●―
― 弾 に対して13.い 藤

睦 |ヽ。

:注 21 ●奮
`韓

■きたはその■のF争に籍書されたと0に、売雷
`整

コを企ててい

たのヽ 7M(d'″■月されて次彗棒 を密された●●.その2密には査菫を

饉饉する。

(b)― を奮てたとき、投手の観澪を受けた鶴手継 を防ごうとしてE

露摯しても、銀 だけを餃 して鶴事には矢策を爾 レをい。ただし、蓬目を企

てた雛 その目洒球を利してきらに目的の日以上に遣むか、あるいは、その

露藩鍮線 して他

…

1個以上の目を得た場合には、盗菫漱 て構 に壼

彗を目録するとともに、そ0鐵手にも癸菫を目録する。

(c)盗目を企てる●日を追い出されただ書″挟,されて、ス鐵を目録されない守

償側の不手糠からアウトをAltて、次目に遣んだ場合には、そ―
にerE

母される。そのプレイ中、儘0定書も遣菫した場合には そ―
にも澪日を配

録する。

また、盗重を金てた走省
"執

澤され 癸策を目毎されない鯛 闘の

…

ら

アウトを免れて、元の日に帰つたブレイの関に、世0走奮″鱈塁した場合、EE

したそo定省には盗昌を置録する。

(a)重壼、言02に自して、ある走奢
"富

●うとした屋に蟷する前か、あるいは、

量に触れた後オーバースライドして、聟手●溶織によつてアウトにされたと書は、

とo綸 にも口量函 諄 されない。

臓湖 凛実にアウトになつた場合だけでなく、弩aアゥトIEな るはす0壼奮′癸

"によってアウトを発れたと同●■ガ割断した場合幅 と― にも鷹菫●E●さ

―-101-―



盗  量  剌

睦 ιヽ.

(e)盗塁を企てた颯 尋ぉうとした目をオーパースライドした篠 餞鑢アウ

トにされた場合には、その基に戻ろうとしたか、あるいはさらに次の基を8おう
としたかに関係なく、すべてその定書には盗目を饉 しない。

(1, 爾手″好送球を明らかに整としたために、通量を全てた走者
"ア

ウトを発れ
たと中 断した輸 には、出 を落とした野゛に類 を、織 した野゛に

橙穀を屁録し、定書には盗目を配録しないで盗菫刺を露鑢する。

(8)攀 を企てた臨 これに対して守億側チーム″なんらの

…

2
示さ諷

…

るときは、そo定書には壼目を記録しないで、僣手選択によ
る適塁と饉録する。

:曖J 守僣質r甍関心だったがどうかを41回するにあたって、次のような状滉を合
体

"に

鬱慮しな1,れ■ならな,― イニンス スコア、o■函チームFt●を目に
留めようとしていたがどうか、■,F=をに対しピッタォフブレイを試みた,どう
が、壼菫o企てにヽ してEEは目に入るべ●

"争
″日に入る0● をした●どうが、

●僣

“

チーム″定書の鸞塁にこだわらな0颯音を口鴛的働腱″あったかどうが、守
自澪チーム″定書

―

れるのを懃くはぼもうとしたわどうれ
たとえ颯 た奮一・=風で、一層ヵ奢′二員を●おうとした場へ もし、守雹側に

正当を曖僣
"0国

″あった一―すなゎら、二菫への藩苺の口に三塁建奢″本菫へ突
入するのを防ぐため、一日建者の適塁にはこたわらなかった一―と田緻員″莉目す
れ颯 適爾は壼2を与えるべ薔である。また、たとえ藍 盟コを饉録されることに
よつて、守置側チームのアレーヤーのリークZ量工熱 風

=一
リーグ菫塁

=タ
イトル″危うくなる場合には、守億何チームは整菫ォ

=●
されるのを螢くはぼ

もうとしていると剌菫してょい。

a 菫  劇

(h' 次に該当する卸 、ァゥトになるか、失策によってアウトを発れたと紀録
員F判断した場合にはその走書に盗菫劇を目録する.すなわち、

‐ 3"



嬌 強 バ ン ト           lШ コ

(1)盗2を企てた走奮 (2)日を追い出されたために次ロヘ遭もうとした定書

(元の塁に戻ろうとした後に次量へ遣もうとした建者も含0 (3)盗菫を企てて

オーバースライドした建者ガそれである。

臓饉21 館
=F概

織をそらしたのを見てたり出したt‐・ アウトになるか、失目に

よってアウトを発れたと0は、そ― mを ,難しない。

,脅フオプストラク・/ヨ ンによって1●の日を与えられた3●.あるいは,書によ

るインターフェアによつて

"ウ
トを宣自された場合毬、その定書に壼菫劇を

颯饉しない。

窟者
"ヽ

とえt―フになっていたとしても瑯口國望日きわないような場合 (たとえ

蛛 徊事″螢理をそらしたのを見て壺り出した定書″アウトになつた場合)では、

その定書に回勁円を日員しない。

:餞 11 本項は、口露●壼各″楚目をはじめたと0、 次日に定着れ なヽかつた場合、

また0動
'て

もそ― も盗昼を企てていた場合だけにコ書きれる。

1注 21 目を遭い出された― .元のEに戻ろうとしてアウトになるか、ス策によ

ってアウトを発れ
'場

合には、その鸞奮に整ヨ劇を目録しない。

犠籠メントおよび鶴饉フライ

itllB犠炒 マントおよび毬籠フライの記録

(a)0アウトまたは1アウトで、打書●バントで 1人または嫁人の定書″遣塁し、

"奢

u―Eでァゥトになるか、または央銀
"2け

れば―凰でアウトになつたと思

われる場合は、電轡 ン`トを屁録する。

ただし、イ書″
'ン

トをしたとき、1人または崚人の定書を担めるためでなく、

安,を得るためであつたことが,らかであつたと配饉員″判断したときには、打

書には鶴鬱 ン`トを露録しないで、打数を

“

録する。

:E●l Ⅲ會rE書を遣めるために

'奮
自麦

'‐
日に奎0●コ会を筵笙にしたかどう

わを決定するにあたつて嬌職0あると●にヽ ●に,奮に有氣に

'う

。口苺員は、
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● 筵 ′1ン ト

そ

…

―イニンス アウトカウント、スコアーー●●●に入れなけ

ればならない。

(b)0ア ウトまたは,アウト●.′ ンヽトを扱った野手″、次目― をアウトに

しようと田みて、腱失筆にもかわ らス その定書を彙かしたときは、― ン

トを記録する。

ただし、地 守備では、とうて,軒書を一目でアウトにすることは不可鐵で

あると晦
"割

饉したとき、バントの打摯を,つたけ 、先,走奮をアウト

(タ ツタアウト、フォースアウトの区別なく)に しようとして初 に驚わつた

輸 には、精 に●HFを筵録して、酵 ントと醸 しない。

●譴 バントを2つた,■ス たたちに,奮適奢にnかわない●.ゎすかに色●た,
をうか″松 り、または他●ロヘ薔奪するお,2した 医 霞には適澤せつ ために

…

て、lreを―Eに生かした場合に藍 打奮

―

して、― ン

トとtamしなぃ。

(c)打着のバント●

"織
で次菫へ逍もうとする定書のうち1人でもアウト (フ ォ

ースアウト、タックアウトの区別なく)にされたときには、打奮饉打螢を鶴録す

るだけで、颯饉バントとは露録しない。

は 11 たとえ颯 メントで二直した―層建8,こ菫●オースーランまたはオーバー

スライドして

"早
I織 れてアウト

… … ・
r_.安

…に違つているにもが,わらf.筆 自身

…

アウトになったもので、Prtはそ

…

薇 してt・る●●― ントを目苺す0.
:餞 2: 蔵費,アウⅢ aった場合■,でなく、当aアゥトになるは

'の
と0に、17

●7-● .R贈

“

ファン′ルなどのミスプレイによつて定書●
=か

した場合 同ヽ

●.●螢バントとは●●レないヽ tall●●央策を目録する。しかし、このよう

なミスプレイ
"あ

った場合には、そのミスブレイFaく ても定書″
=菫

することF
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● 饉 フ ラ イ           1呻

で0た,どうかを莉節して、ミス′レイFaくてもBlntる こと″で書たと剌断し

た場合には、嗜鬱 マントを●●し、また、このミスプレイでそのた奮″金,●Eを

得た0合には、央策も●●tて露録しなければならない。

(a)6ァゥトまたは1アウトで、打書″インフライト●打織をerつて、フェァ亀
綸とファウル地域を回わず、外野手または外野0方まで電り込んだ

…(1)榔0した篠 軸 した齢

(2)鶴露レ置したときに発奢
`得

点したな 捩にその打苺
`撻

らえられて

いても、鶴澪後壼奮はヽ 自できたと露饉員″判麟した場合

には、鳴毯フライをE●●る。

鮨識コ 鐘摯されなかったので,書″た書となつたために、E7●●●の定なをフォー
スアウトにした場合も、本預(2)にあたると0颯 織雹フライを日母する。

●J たとえ日ヽ 1アウト鐘哺■・ ●● ●― ●フライをlr●■啜 ので、2

人のた者ザともに自己●昼にタツタアツプしていたとe、 右■●はこのフ
'イ

を撻

摯●●した。

一

やすやすとヽ 貞したな 右●手はただ0い してヽ

一塁●書をフォースアウトにした。こ0●●.~4-.有 ■手のな球また0~
日でのフォースアウトを氣して くフライアウトを莉したのでlaない)0点したと

“●員F莉断した0合には、●●には犠彗フライをE●しない。これに,して、=■l

疱者は、たとえこのフライガロらえられても、中 点で0た (フ オースアウト

または薔摯を莉したのではない)と,饉員″莉新した場合には、frFに は鴨毬フ,
イを目録する。

フットアウト

1009劇螢 (′ツトアウト)の記録は、ホ条環定により、■雪あるいけた書をアウト

にした霞手に与えられる。

(a)次の場合には、中 露饉する。

-1“‐



,u"            ブ フ トァゥ ト

(1)野●ユ フェアまたはファウルのインフライトの■零を鶴らえて,書をア

ウトにした煽合.

(2)饉手ム lrBまた崚 を受けて露に鐵 し、■書または建者をアウトに

した臨

!目゛1 口つrァピールプレイで洒織を受けて日に麟零哺 ●アウトにした氣
そ●El●に腐摯申 する。

(3)野手●.醸 に占有した屋を離れている麓 に回 してアウトにし続

(b)凛の場合には、規則による割摯 (夕策に剌規奮がいない場合に、特に定めた

剌殺書をいう)を鑢手にE●●る。

(1)打奮″三銀のアウトを童自されたとき。

(2)打奮″反厠打理によって、アウトの菫査を受けたとき。

(3)lraF2ス トライク螢に鶴あたバントの打譲を、

…

,イ として鑢ら

えないでファウルr―ルとなつたため、κn=(d)に よってアウトの節 を受

けたとさ。

i-1 ファゥ″ マント″猥摯として苺事に鶴らえられた場合に,いては、1●15

(a)(4,…

(4)●ar自らの●錢に麟れて、アウトを重青されたとさ。

1回 ●●●untた 鑢含

“

本■tu●し、一凰付建で触れた場合は一二Fに颯崚
を与える。

(5)打書

"鶏
手を鮨書 (イ ンターフェア)して、アウトを童●されたと●。

(6, "奮
",コ

頭を瞑って、アウトを意0されたとき。(10“d鋤
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プ ヮ |ア ウ ト             lnm

(7)4∞ (b)ベナルティの適用を受けて、●●77ウ トになつた幹 。

(8)40ズ b)ベナルティの口鳴を受けて、三塁走者″アウトになつた場合。

●鶴 前瑠●ほ
"に

、次の場合も攘■に前螢を与える。
0 フェア嗽 にパット

…

たつたために、■會■

“

饉(h)●自月を受けて

アウトを宣査されたと0.

0 フエア薇彗またはフアウル飛摯II対する鶴手のブレイを、●密また0■●僣プ

レーヤーr勁書してアウトを宣管されたと●.

0■ 摯を撻らえようとしている値手″観鐵0●害行毎のために菫球で0なかった

r、 そのコ●鞭 ァゥトをFleされたと0.

0¨ わら■方のパッタースぶックスに移つえために、アウトを童●され

たと●.

0 0アウトまたは1アウト● ヨ菫蒼各に対する本塁における重手のブレイをlr

議 したために、建奢に対してアウト″童●されたと0.

(c, 次の場合には、それぞれ短劇による劇摯を記録する。い は饉録しな

い″、鳴球の場合には、鶴穀も,録する)

(1)打看″インフィールドフライの宣管でアウトになつたム 田もこれを輸ら

えなかつた場合――記録員″その,理を鶴らえたであろうと判断した賢手に剌

級を与える。

(2)― フェアボール (イ ンフィールドフライを含む)に触れて、アウトを

食書された場合――その打黛0最も近くにいた野手に劇競を与える。

(3)走奮″霞手の麟譲を避けて、機外を走つたのでアウトの食書を受けた場合

――建奢″電けたその露事に剌殺を与える。

(4)後位

…

前位
・

定書に271して、アウトの意管を受:,た場合――殖

奢″発んじた地壼に最も近い筵手に剌競を与える。

L湖 螢位の定書″前位●
=各

に発んしてアウトになつたと0に、凛実にブレイr●
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lo10        ア ン ス ト

なわれてιⅢ 颯 これに関与したF●●●螢と彗螢とをヽ える。現実に′レイF●

aわれながつたと0でも、工饉ユ″劇級と機韓とを与えること″でeると鶴定すれ

颯 それらの野争 口ヽ量と鶴,とを与える。籠 ●与えること″で

'な

いとロコ員

F囀国した場合には、靱超だけを与える。

(5)定書F建定してアウトの童書を受けた場合 (■081)――褪定しだした

目をカメーした霞手に劇蔵を与える。

(6)定奮″鐵手を動害してアウトを宣●された場合――輸書された脅手に靱摯

を与える。

ただし、国゛″露理しようとしていると會に妨害されれ颯 そ●送球を受け

ようとしていた層手軸 を与え、送球拗 げられた野手には餞艘を与える。

(7)“
"(■

)に より、簡位の定書の中 に鶴づいて、打奮鸞奮″アウト

の意書減 けた

―

風手に劇震を与える。

前項およびホ項によって、通球を勁げられた聟手には鑢螢を露録するF.―
つのプレイ中に同一

"゛
″鐵回贈燿を,つた場へ すなわち鋏夕に類するプレ

イ申に、数 級った短手F次の藩澪行為を鯰げられたようなと0には、ただ

1償の撻崚を― るだけである。(lCiO参照)

ア シ ス ト

1010鶴摯 (アンスト

'の
融 、本条規定により、アウトに回与した障手に与えら

れる。

(a)次●饉合には、当

―

。

(1)あるプレイでアウト″成立した場合、または矢軍″なければアウトにでき

たと思われる場合に、そのアウト″成立するまでに、またはその条策
`生

じる

までに、藩摯したり、打露ある1'は語球をデフレクトした各野手に鐘螢を目録

する。

鋏燿のときのように、1プレイ中に同―プレーヤーr露口語織を扱つていて
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ア シ ス ト

も、与えられる飽攣戯 だ 1個に限られる。

れない。

すなわち、餃熱を受けた僣手″、

塁を全てたた者をアウトにしたり、

した場合,それである。

時 に饗 して、露塁している●または盗

あるいは本盗を試みたた書を麟摯アウトに

lato

lel ・ アフレタト。とは、苺事″7r―ル●餞れて摯速を国める

^あ
る●erg_ル

の方向を変えたことを8疇するものであるから、た澪事にItt―ルに麟れたというこ

とだけ●●は、そのプレイを優節したものとみをされない。した

'っ
て、撻量は与え

らⅢはい.

ブレイの自然の減れでのアピール′レイによってアウト″成立した場合磁 鷲摯を

饉苺しヽ 野■以外のアウトに関与した●●●に撻量を― る。′レイ●7●に崚

手から●― nま つたァピールプレイによつてアウト興 した●
・・ ・ 動

み軸 Ell●る。

(2)定書″インターフエアまたは,イ ンアウトでアウトになつたプレイ中、溶

難したり、ドールを・77レクトした餅 には、融 を爾 する。

(b)次の輸 には鶴艘を国録しない。

(1)=機″湿録された場0ヽは、崚゛に鶴摯は与えられない。ただし、鶴手″

餞らえなかった日3ス トライクの驚澪を驚手
"゛

置して目に送澪し、打書また

は掟者をアウトにした場合には、鷲手に鶴ヨガ与えられる。

lal 本瑣螢曖●場合で、崚■の塾澪″痙選摯となつて,看章たは建書を奎●したと

0、 薔珀″よけれロアウトに■きたとE●員ガ氣壼すれ颯 その■手に失彙をE録
する.

(2)次のような正斑●屁総に基づく′レイの場合には、投手には機級は与えら
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lat,            グアルプレイ トリブルプレイ

腱鴻 崚,F,手置をはずしてヨ摯したときは、それ
`本

畜
'試

みた滝書を鶴■″触

博アウトにした場合でも●●に

…

えられる。

(3)躍手0層送球を剌して、建清″次日を8おうと試み 続くプレイでアウト

にされても、
…

した野手には篠量は与えられない。

あるプレイ申に、失策とE録されるかどうかに関撻なく、ミスプレイ′あり、

それに続いてきらにブレイF●なわれても、その スヽプレイ援0ブレイは新た

なプレイとみをすべきでヽ ミスプレイをした霞手は、あらためて新漱 プレイ

にたずさわらない瞑り、鶴穀の鋼録を得ることはできない。

″ブルフレイ ・ トリアルフレイ

1●11ボールが授手0手を離れてから

“

―ルデットとなるまで,、 あるいは、ポール

F崚手の手に戻つて投手が次0優露姿勢に,穣 ¨ 関に、途中に朱日またはミス

プレイ 映戯と回録されない)″なく、2人または3人●ブレーヤーをアウトにし

,M酬
=こ

のプレイ中に劇鍛燿たは掟螢を饉ほした0綺手には、タブルプレイ、ま

たは リヽプルプレイに露与した旨″風総される。

1日ヽl r―ルr整手の事に戻つた螢であつても、次の投澪姜蛉螂 までに、アピ

ールプレイによって発のアウトに,1●麟いてアウト輝 した輸 も同様、グブル

′レイまたは リヽブルプレイ″成立したものとみなす。

は ,】 定められた露口内
=二

つのアウトがあつても、双力●アウトに関連色″さい

と0●は、グブルプレイとはしない。つまり、日1ブレイの劇燎奮″目2′レイの

最初の機螢者とならない限り、′ブル′レイとはならない。トリブルプレイ●●●

もゆ る。

n鐘 21 たとえ颯 走奮一日のと●、

"書

″―日はゴロをtrち、

"理

を国つた―コ手

はヽ 岬 t澪澪した。これを受けた
'摯

手は、二重に触れて一日定書をフォース

アウトにし、さらに-3●
"―

してlreも一日でアウトにした。このグ′ル′

―-17け



失     口                 ,012

レイにおいて、一塁●と遊摯手とは、それぞれ鷲縁と瓢摯とを1個ずつE日してい

るス タフルプレイに関与した重に回しては、各1口を与えられるにす′ない。

央    摯

1012央鐵の霊籍ll、 本条綺足により、凛馴厠′―ムをFItる行為をした野手に与え

られる。

(a)次の場合には、当

…

失策を置録する。

(1)●書の■●の時間を延ぼしたり、アウトになるはす0定書 (打書定書を合

む)を生かしたり、定書に 1個以上の適塁を絆すようなミスプレイ (たとえば

ファンブル、落難、露潜鋤 をした時手に、癸策を目録する。

ただし、0アウトまたは1アウトのとじ、三菫定書″ファウル飛球の協建を

利して得貞するのを蘭ごうとの意図で、野手ガそのフアウル飛織を薔らえなか

つたと記録員印 断した場合には、その野手には失策をE録しない。

:日注 11 はっ●りとしたミスプレイをともなわない趣燿な― |・は、ス,と は配

録しなo、 たとえ嗅 中 ゴロを書ちんと

“

題したものの、一日い でアウ

トにで0なかった場合、その民手に癸鰊を,饉しない。

1鷹a21 次のょぅな場合にR密苺員″矢策を飼母するにあたつて、露手″

“

―ル

に触れた●●力を莉嵐o彗準とする●ヨ13ない。

押九aゴロ輌 争に触れな|‐tの最員を通り,曖 り、平えなフライr野手に触

れないで地上に落ちたようなと●には、聟゙
`書

置●守置,おをすれば撻ること″

できたと麟撼自ォ莉コ,れ颯 その苺事に央策を目苺す0.
たとえ颯 内警

～
涵 をゴロr猥迪したとo、 その内層■″その螂師嶽 で普工の

守口,苺をすればた者をアウトにで0たと同詢唄げ嘲コけ ttⅢ その内,手に失黛
●E4●る。また、い を薔としたと0、 そ

…

Fその守側
・

こで,
■の守壼●為をすれば拉球でoたと●●R′可置すれ颯 その外野手に癸

"を

目綺
する。

邁瘤颯 低すぎるが、薇にそれるが、露すピたり、鼈コに当たったりして、アウト

に

一

生かしたと●、その野■に郷議麺 録する。
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1●t2 嬌

【扇と31 猥鷹輸露り、または剌目の目りは、央策とE録しない。ただし、特に環定
された鶴含を麟く。

崚攀″―昼ベースカ′← に入らないで″奮定をを生かした場な 摯゙ に失黛,鶴苺

しない。中 に合わないE― ta溶球をしても、癸策を屁量しない。

菫回転嬌り

"案
藤のミスプレイにつな″つた場合は、その苺■に失菫を露録する。

たとえ颯 口,″露0アウトと●3い して、r―ルをスタンドに螢け入れたリマウ

ンドに転Fしたりして、― n●を整したようを鶴合である。

,書 、億の動 ミス′レイの原国となつたと0は、央コをE●●る。たとえ

颯 他の口手のグ
'プ

にぶつかつて館―ルを籠
`●

させた場合である。このような

0な 鶴母を,けた野事に矢彙●配録したと●には、妨げられた苺■には失黛を屈

録しない。

(2)層手″フアウル飛澪を書として、■著0打0の時田を延ばした場合は、そ

の野子に失策を
'彗

する。一―その餃打書″―塁を得たかどうかには関機しな

い .

1奎1 貯
"い

酎国の輔 る●なら口らえること,できたと

―

麟したと書だ

け、大策を露録する。

(3)賢手rゴロを撻るが、送球を受けて、一日またい

"螢
走書に麟理すれtr■

分アウトにで0たにもかかわらず、餞翠し姜したためにI― を生かした場

合には、その賛手に癸策を屁録する。

(4)フォースプレイにおいて、饉手″ゴロを鶴るか、透理を受けて、量または

走者に麟球すれば十分アウトにできたにもかかわらま 触難し●したために定

書を生かした場合には、その露手に央策を記録する.

:回 nttのフォースブレイによるアウトの場合だけに属らス タフ′アウトの場合
でも、口手″定書に餞澪すれば十分アウトにで0たにもがかわらず、餞澪し額した
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癸     彙

ために、

―

したと書には、その,手に央

"を

日饉する。

10t2

(5)plrよ けれ― をアウトにで0たと記録員″判断したと書に、野手″

― したために走奮を生かした場合には、その霧手繭 を目録する。ただ

しヽ 岬 を企てたとむヽ 漆量を助ごうとした層手″富藩織をしても、本

項0央策

…

れない。

(6)野手r.定書●遣菫を動ごうとして日嬌球をした場合に、その定書または

い その議球とは四

“

なく逍菫できたと思われる日よりも全分に遣量

したとさに嶽 そ●野手に癸菫を回録する。

(7)厨手●四願颯 不自然な′マウンドをしたり、各昌、敬手板、建気 野手あ

る●

…

麟れて驚●したために、た替薩 を

『

した場合には、このよ

うな透撃をした口,に失爾を鬱鑢する。

r―l ゎ 蜘 ●.凛画 れ た,事にとつては口にす曽もように月えるム ●

ちんと適日しなければならない。たとえ

“

外費争
"エ

コaa難●したにも,●わ

らず、二昼ベースに贅たつて

“

―ル″外苺●・ 戻つたために窟書の邁菫t'した場合

は、その外聟子に羹驚をE●●●.掟詢●泊んだOEについては、その

"コ

●羽ら

かにし●けれ●さらない。

C譴 稜コ国
"の

ライトまた日嘴疇●
"ロ

ロス′レーヤーの目を国て、餞苺″鮨けら
れた0含にも、前口と臨 麟織した,争にス策を目録する。

(8)博級を得たしかも正菫な嬌織を苺手″止め捩なうか、または止めようとし

なかつたために、

一

絆しい はヽその野手に央餞を記録し、送

球した露手には央策を露録しない。もしそのぶ―ル″
=日

に逮られたときには、

露録員は、二塁手または建コリのうちのとちらrtの藩織を■●るはずであつ

たかを剌厳して、そ●苺手に失策を目録する。
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1●12               失口を目緻しない0合

:晟さ】
…

を上殖 なうか、工めようとしなかったために、滝書の鍾 を絆
した颯 その洒翅″

"颯
を癸したものと配苺員r莉敲した場合には、このような適

織をし機 にス策をけ る。

(b)屋送球によって走奮rB量した輸 は、建看●重および菫重に彗関饉なく、

常にただ1個の決黛を記録する。

(c)審判員F●奮または走者に動害もしくはオフストラクションで遣量を静した

とさには、このような嚇 を,なった野手に失策を露録する。この場へ 遣

目を絆された建者の薇●よび塁鑽には回儘なく、常にただ1個の策策を目録する。

鮨識鶴 鬱判員
"オ

ブストラタシBンによって、■奮彙 ●走■に与えたEと、プレ
イによって●●きたは

―
むこと″で0たと思われる風と・F―nしたと日縛員

ガ剌断したと0には、オブストラクションをした野手には癸菫を屁録しない。

1注1 たとえ

“

F― mと思われる●1腱漱つて一日を螢てニロに工むと●、
一日手に定菫を,げらな 書莉員″π奮に三目を与えた場合などには、trtに三日
,を目0し、一日事に曲 を目録しない。

…
"―・

l口で,ンタウンされヽ と0、 こヨ澤フオブストラク●/ョ ンをし
たために、鬱判員にその,書に二日を与えたら合などには、その二E事に央策を配
貯 る。

(d)次の場合には癸策を筵録しな1'.

(1)定書曜 を企てたと書、投手の餃類を受けた績手″協塁を防ごうとして

思透澪しても、その撻手には失鐵を記録しない。ただし、壼塁を企てた
―

その睡透球を利して、さらに目的●BIALに遭0か、あるいはその感逮理に策

して、樋●た奮″1個以上遭菫したと目録員″判断した場合には、その機手に

ス策を記録する。

(2)野尋麹 にヽ 口して、しかも購 を送つても、建奢をアウトにすること
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癸彙t巨饉レatl●●              1● 唸

はで0なかつたと鶴撼員″判断した場合には、裔手F層透球しても、その野゛

には知 を露饉しない。ただし、その饉層譲によつて、そのた奢または饉●い

ずれかの雄 送澪″よくてもEErきたと思われるEXLに楡目したと0

には、その野手には失策を記録する。

n湖 ●●″彗薄
=対

しrraにF●●をしたF.●●r層れたために― をした

場合には,― よけれ颯 r.きたは定書をアウトにでなた鴻 しれないと思わ

れ0と0でも、その■■には癸軍●E●しない。ただし、オロ,2●よう0構饉に

なつたと姜 る。

(3)聟手ム lleまたは三鷲穀を企てた場合 そφ燿後のアウトをとろうとし

た鞭 となつたときは、このような露語建をした饉手には癸軍を口録し

ない。ただし、その糠送職のために、いずれか0菫書″金分な日に追んだとき

には、このような羹 した饉手に失

"2E●
●る。

1●●1 ,最または二重靭つと●、最螢のアウトに対す●饉鶴理を,事″路としたと

さには、そ●37●には央策を,録し、― ●し雛 は鑢攣
・

与える。

(4)野゛″、ヨ●をファンフルするか、インフライトのIふ 増澪を書とした

後、たたちに遭―ルを綺って、どの日ででも定書を鑢燎した場合には、その野

手に

…

E録しなι・・

臓 11 本颯颯 アウト″咸立した場合だけでなく、昼に入つた,■― を撻らえ

■して賛親●●●た場合にも迪口する。この目は、洒翠●韓らえ捩したlrrIEス

"を屁屋する。

:餞 21 邊譲を受けた

…
目または倉書に― れぼ十分アウトにで0たにも

'●わらず、麟織レ優したために

'書
を
=か

したユ ただちに価の目に摯摯してた書
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ta12               央菫をに録しなt綺●

い を合0を ■量した場合にも本電榊 する。

(5)●崚およ繭 は、失策と,最しない。

(o)打書r回線または死澪で―目を靡されるか、晨授または置週によつて一凰に

生0た場合には、観手または櫨手には失菫を配饉しない。

:注: 日3ス トライタを建ら■●した趙亭″、ただ0に
'球

を0い●して一目にaつ
た4-と をってlr―

…

し輸 騨 ょけ
"ウ

トにで書たと

…

れ颯 ●螢また繭 を,饉しないで、磯■に矩 をけ る。

ただし、輸手の目薔摯とは,苺aく 、打

―

に奎●たとCan″判コすれ

颯 趙,には

^菫
を饉●しない■ ●螢0たは撻迪●E●●●.も つとも、この層

透車は ってlr― ~●
141111迪 0か、愴●定書r営諄′ょくても違菫で0た

と思われる●以上にコんだ0合には、●●または鑢理を●●●るとともに、踵藩摯
をした鶴手に癸

"●
E●●る。

(1)定書ム 鶴壼、晨級またはボータによって遣塁した場合には、投手または観

手には癸策を目録しない。

(1)打書に対するL懸百●晨投または鶴違となつたために、打書またE―
遭重して、次のどれかに魃当した場合には、四露とともに晨級また0掟逮を目

etる。

0● 攀 に二塁にEん瀾簸鶴

0 -四 黛によって遭菫を,された菫以上に迪ん瀾鮨餞

o lreの 四球によって遣量を

"さ

れなかつた
―

.次墨にE●●、あるい

はそれ以上の日に濾んだ場合.

(2)舞 3ス トライクの性理を機らえヨした

"ヽ
ただちにr―ルを愴い置し

て一日に漱¨ 、または麟難して,書走書をアウトにする国に、他

…2した場合には、そのた者の遣■を●崚または趣3による建彗とは

“

録しない

で、口手露択による遭ヨとE録する。した″つて、打奮に“=場を、各賢手に
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晨蜃 国議

はそのプレイに応してu崚、鶴政をE録する。

lCtO

:回  ●崚、鐘苺についてはlCl鋼

"“

:奎1 本項(2)■財黙 撻手Fr看壼者をァゥトにする代わりに、■のいずれ●の,
奮をアウトにしたと0も暉 ●扱う。ただし、0アウトきたは1アウトで、 Bに
定書力ヽ たヽので、打着′冤即IEよ つてアウトになつたと●、蝉 きたは繭

で違量した場合には、eFには●,ま たは餞迪にようBEと E●し、lreに は三麟

をE●●る。

● ●・ 鶴 壺

1013●役の定aは参 照。鶴迪のE日は、本条鶴定により、鶴手の,為″定書

●遺日の環●となったときい 与えられる。

(8)崚手の正鋼の崚博
"宙

けぎるか、横にそれるか、低す智ヽ ために、鶴手″普

通の守e行為では止めることも処理することもで0ず、そのために定書を遣塁さ

せた場合には、3投ガ記録される。

また、投手の工規の捜理″,鶴●に違するまでに地口やホームブレートに当た

り、8●r処理ですず、そのために定書を遣菫させた場合にも、こ級ガロ録され

る。

自3ス トライク″0政となり、■奮″=日に奎0た場合は、三振と晨燎を置苺

する。

(b)普通の守0でなら保持すること″で0たと思われる投手φ正鶴●観澪を、ロ

手
"爆"ま

たは拠理しないて、定書を稔薔させたと日には、撻争に鶴迪″饉鍮さ

れる。

鶴3ス トライクr鶴邁となり、TaF―Eに奎0た場合は、ヨ扁と鶴nを屁彙

する。

国 注1 ●●
"チ

ーム″痣書の適菫t諄いでアウトにしたと0は、●●●よび饉湾を
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1● 14-1●15 四籠 散0四ヽ 三螢

口録しない。たとえ颯 壼奢―薔で投摯″地面に当たり雹手
"鶴

れなかつたム

“
―ルを愴い直して,書を二日でアウトにした臨 薔性を目0しない。他のた書の

遣日は、苺選による遣ヨとに録する。菫た、

…

で撻,F・線を鶴ら2● した
●.F―ルを合い菫して寇書を_Eでアウトにした場合も、鶴題を屁録しない。儘
い は、苺■による適ヨと配苺す0.

四 球・ 中

1014四凛の定aはコ7参脇

(a)ス トライクゾーンの外に4個の屁澪″卸デられて、●書″苺書から―Eを与

えられたと●には、四露″記録される。しかし、西憲首0投球r打密に触れたと

0は、死瑠
"起

母される。

1`識ヨ 噸 の四日に対して2人●●●″回与した●●については、1■16(h)に基
定″ある。1● lS(b)に爛定されてい0ように、一つの四諄颯2AILの,書F口与
したと0は、■後の,●に四電のE摯′与えられる。

(b)軸 は 崚ヽ澪する前から立ち上′っている機手にL霞目にあたるtr―ル

を、投手
"憲

日して故喩 場合に、E録される。

(c)四慇を与えられた打奮ザ‐菫に適まなかつたためにアウトを宣書された場合

には、四理を取り消して、●数をE●する。

1●15三銀の記録は、本条規定により、露審″打書にストライク●3回宣管したとき

に、観手と打奢に与えられる.

(3)次の場合に｀
=島を露録する。

(1)鶴手″寧3ス トライクを趙らえたので、r奮
"ァ

ゥトになつた場合.

(2)0ア ウトまたは1アウトー r-2にいると0に、露3ス トライクF宣

●されて、打書
`ア

ウトになったれ

猥
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自  費  点

(3)群 ″第3ス トライクを鶴らえなかつたの■ ●各F走奮となった臨

(4)2ス トライク気 tr97くントを企ててフアウル

“

―ルとなつた臨

ただし、そのバント
"フ

アウル飛慇として野手に鶴らえられた場合には、三

振と鶴錮せず、そのフアウル飛譲ゆ え

…

剌餃を記録する。

(b)lrtF2ス トライク後退いて、代わつた

"畜
″三猥に終わつたと書には、最

初の打書に三録と,菫とを饉録し、代わつて出場した●奮″
=銀

以外で■●を見

了した (四球を含む)場合には、すべてそ●Rbつて出0した

'者
の

'お
として

扱う。

:回  1,日に3人の打青″代わつてl10し、3人日の■ヨ
`三

曇

“

撻わつたと0に

は、2ス トライク″宣育されたときにlr●についていt●●に、三機と

"菫

とを屁

●●る。

自

'点
・ 央 点

1016自費点とは、骰手lntをぉたなければならなセ囀 点である。

自賣意を― るにあたっては、次の2点をEE●る。

まず、イニングについて、同一イニングに2人以上の餃手″出場したときの懲螢

螢●は、HIStるまでの央黛 (鐘手などの

"奮

への動書をけく)または協違による

守懺機会を考慮されることなく、それまでのアウト●欧をもとにしてあらためてイ

ニングを●●らさなければならない。(l項参馘)

つい●.定書″愴重するにあたって癸鐵があつたと書は、そ
―

なくても違

毬で0たかとうかに疑嵐″あれ藍 級手に有利になるように電慮する。

(a)自●Hは、安打、鶴饉バント、犠摯フライ、●日、剌攣.… 四球

(餃菫四譲も含む)、 ア継 ボーク、曇投 (目 3ス トライクのと●に凛●して

'書を―Eに二かした場合も●●lにより、定書

"得
菫するた0ことに国録される。

ただし、守償

“

r●●チームのプレーヤーを3人アウトにで0る0個機会をつか

●ntに、地 条件をそなえた得点
`配

録され

…

限られる。

lケ



tate 自  費  点

晨崚崚鮪膨藩関 ■の過築であって、四球またはボークと同ヽ 自寅点の決定

にあたっては、崚手rHEを負う。

口調u 以下は、設手0自責点についての例である。

0 '争甲は、そ●口の■,の 2人、Aと Bを几退させた。Ce37●●央軍で一日
に生き、D、 E"菫菫本菫π

=lrっ
た。投學,II Pをtrち取ってその回●終わら

せた。3菫″露屋されたム 甲に自■貞はE母されない。癸菫″なけれ嗅 この

回はCで腱わつていたはずだからである。

0投 手早は、発頭のA●打ち取った。B“
=コ

藁 Cに対して甲″
=螢

、BF奎
日した。●は綺くDと Eをlrち取つた。この回01点は自■貞となる。晨鞣は自

'点

の要番となるからである。

―

に奎。た続 総ス
・

にその,摯開ヨ騨四籠置しても自
■点とはしない。しかし、歯手の,書″なければその,をはアウトになっていたと

'定
してはならない 躾澪

“

●た国によって Bに奎むた場合とは違う)。 な・Faら、
そ0●書は,3を27●る機会″なかつたのであり、椰手の勧書″な●つたらどの
よう軽 なっていたo●わからない●らである。次のこつの

“

を比べよ。

0 2アウト●らAは理ゴロ央で一日に
=0た

。Bホロエ C~●.2貞r颯屋き

れたn自 贅葦は督饉されない。をせなら、A●口Ⅲ

"織
ガなければ綺3アウ

トになっていたはずだからである。

0 2アウトからAは鶴 の゙ォ書で一塁に壼0た。B本ロエ、C=覇12点″工麟
された″、このうちBの0点中 ■点である。なせなら、撻手o笏害″なければ

目3アウトになつていたと― ることはできないからである.

卜鐘1, ここでいう 珈 ′レーヤーをアウトにで0る毎 とはヽ 守僣何″
7●またはE書をアウトにした場合と、癸彙のためにアウトにできなかった場合と

を日し、以下これを サ ウト●

“

ヽ という。

本項の °た●●.以下は,守日層に相手チームのプレーヤー2人に対するアウトの

日会,あつた餞 菫●の,点rあっても、′に露当する尋合は、投手の自●点とな
らないことを撻定している。すなわち、

0その

'自`3人
目リアウトを莉して臓饉された場合、あるいはそのアウト″成立し

たと0、 またはそれ以螢に屁●された場合

-lmト



食 点 10t3

0その優点r3人目のフレーヤー

"失
策のためにアウトにならなかつたとOLE●さ

れるか、きたはそれ以螢にE苺された場合である。

たとえ颯 0アウト、A中前安

“

B師 ントを試みたと●、投摯からの藩摯を

一昼学
"落

嬌して掟磨―・ニロとなり、Cの三前バントー を二・
=塁

に迪めた

医 D中堅■l■フライを,ち、Aはこのフライアウトを剌して得点し、B三,に

“わつた。このイニングヽ は投手の自菫葦はない。

oアウト、AEE7●えに
=●

、口_●.CのニゴロでAをフォースアウトにしよう

とした E●からの通織を建●手F薔摯して建者― =ふ D本□胡ヽ B投ゴロ、

F三壺ゆ つた。このイニングには鑑手の自鸞菫はない。

政コ如′レーヤーに対する・7ウ トの線 を欧えるにあたつては、口 の々場合″

あるのヽ 次にn●●る。

0 ,奢颯 フアウルフライえIIよ つて

''苺
口を延ぼされたと0、 建■●書で一

目をヽ たと0、 撻■●鷲3ス トライクの後濾によつて―目を得た

“

3ス トライ

クのと0の級手のこ奎tnく )と o、 露手●癸菫によつて一目●●たと●、失菫

のためにアウトを兌れた●●に対して●●の

'あ“

饉コした●●OM● ●0お

興‐日を得たとORい ずヽ も

'奮
に

'す

るアウト●機会は1度と露える。

o ファウルフライスによつて鰤 をFtrtれた

"書
″、アウトになったと●、

また中 癸軍によつて-2を得たと書、アウトの■会は2魔あつたように見

えるが1魔と曖える。

また、この,壼●fre,苺 に

“

日した,字の遭ヨ守硼の●果

'曽
″―菫を0た

と0は、守■のlleと なつ

…

でにアウト

…

あつたかどう●に回苺

なく、このプレイにおけるアウトの腱会は2度と盤える。(IIについてはアウト

●機会″!壼あつたことにな0)

0 1髯アウトの娘会のあつ縮 螂 ― ・ 世の

'00'a…
されない

露日、たとえば菫昼また0これに颯する●aあるいは金菫を暉おうとした

'ヽ
■

アウトになつたと0、 または央菫のためにそのアウトを寃れたと自は、アウトの

種会は2日あつたように見える″、1魔と口える。

0 1魔アウトの日会0あつた

'書

きた●― ・ 植

―

岬 した口

'の■択守償でアウトになつたと0、 または央童のためにそのアウトを寃れたと0

は、アウトの■会は2Eと口える。

O !E7ウ トの機会0あつた

'●
また3aF、 値の■奮とともにIIEと なった

とき0、 アウト●機合は3=あつたように見えるム 2曖と曖える。
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自  費  貞

は 2: 0自 n●となるべ●要素は、銀 颯織バント●よ― フライ、な 刺
鮎 囀 四ヽ織 (― も合0,、 発瞑 |●―夕,鑽 あり、0自■菫に合
んraらなι壊 濃ヽ

…

疇 た●爛円́

"鍵
賦 -3.銀 ファウ

ルフライスである。

②の要議で―昼に螢oた り、または本塁を得た場合ヽ もちらん、基 三塁●Btl
にあたっても、C●嘔疇 1嬌■几

…

はヽ 自責責とはならな11.ただし、基
三日

…

だ倉奮r・点した場合でも、これらの スヽプレイの動けなか
りなくても毎点で0たと●われると0に喘 自彙点とする。(lα16d錮
さらに、アウトになる

…

癸彙によってアウトを傷れた餞
=0●

した場
合にヽ 自彙点とはならない。

また、や僣

一

つた場合でも、そのたな●失彙と錮コ苺二遭彗したと口録員
が割置したと0は c●輌凛でコんだものとはならない●自責点となる。この2点
に41崚 興する。

(b)次の理■で,省,‐目を得た後、縛貞すること″あっても、自責点とはなら

ない。

(1)フアウル飛澪の書露によって

"●
の時口を饉ぼされた打奮ユ 安打その他

で-2を得た臨

(2)●害またはたE妨害で,日を得た臨

(3)霞手φ失鐵で―目を得た臨

●J 癸菫によってアウトを掏れ
^壺

●にヽ して、

"奢

●,るに起●した露,●肇
"守機に嗜鯵藤い を僣た場合も、本調コ織餞餃う。

(c)― なければアウトになったは

…

央策のためにアツトを発れた

嶽 褥貞した場合は、自HHとはならない。

腱日 本項は、凛期としてた書に対する守●′現実●●aわな 失

"に

よってアウト
を発れた場合に適周すべoであるス フォース′レイ4,手 ― ●アウトにし
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自  食  点                 ,013

ようとするプレイをしないで央彙した場合 (たとえ!ス フアンブル、螢湾なめ、そ

の矢鷲によつて建奮r明らかに賛崚を兌れたと筵録員″剰置したと書には、本項を

■lBしてもヽしつがえない。

(d)央彙、撻迪、あるいはヽ 個側の

"、
31た は中 動i夕をかりて遺日し

た建奢r得点した場合、このようなミスプレイの助けをかりなければ持点で書な

かったと中 断したと0だけ、そのた者の額 は自責貞とならない。

は ,】 痺青
`得

菫した醸 自贅点とするが●わを― るにあたつては、ミスプレ

イ0勁けか つたら遭菫もまた銀 もで0なかつたとに録員″籠菫した場合だけ

に本項を適用し、そ●颯●場合、すなわち、現実にミス′レイの動けをかりて遭塁

してぃたr.も し、そφミス′レイの助け
'な

ても、その螢の自●●となるヨ審

に3● lヽて普然邁畠して

'点
で0たと

―

した綺合には、自責点とする。

0安 ●で出屋した―
― A誅 撻題で

=日
に遭んだ餞 Bの旱

'で
得0したよ

う●場合にふ 自彙点としない (単

'で
なく、三菫

"以

上の■●で得慮した0●

には自賣点となる)ユ Br四澪で出墨し、Cの撃

'で'貞
したような場合には

自責点とする.

O A匹は B三ゴロ癸で,壼― ニユの螢、C、 D四摯を■て、A`0点したよ

うな場合、失鋼のためアウトを発れたB′いなけれ嗅 AはD●四摯によつて

'点で0なかった,ら、A●得点を自■点としない。し●し、D″二重●以上の41

trを,って、A、 B`得貞した場合には、Aを自費貞とする。

O A四苺で出塁し、機違で二昼に壼次 Bは三ゴロでアウトになり、Aは二重に

ととまっていた餞 Cのユπで得菫したような場鰊 Aは、Bの

^苺

ゴロのアウ

トをヽ して二員に違0こ と″で0たとはみをきないで、A●尋貞は自■点としな

い。もっとも、Cの

―

したような場合には、自tHとする.

は 21 憫日のと0、 崚 または露゙ ●●書によつて一日を得たために二3'
奮F,点した場合には、

一

菫点としない。

:,31 フアウルフライ矢によつて回 口を饉ぼされた,有Otreを見7したブレ

イに8'くた者つ撻量は、ミスプレイの動けをかりた痙コとみをす。

(e)級手り守個■●矢黛は、自責点を決定する場気 他の凝手の失黛と同様に扱
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1●13 自費互  英董

つて、自責点蟻 からは餞かれる。

(1)掟奮

"愴
昌するにあたって野手の央策rぁったとo、 その定書の遣菫rkt

に餞づくものかどうかを決める場合 (癸策による酒こならば自責点とならない)

には、もし劇癸策の守償だったら、はたしてその日に遣trこ とrFrきたかどぅか
を醸 して決めるのである″、そこに疑蘭

…

あれ颯 役手に有莉になるよ

うに判定すべ奇である。(すなわち失策によって遣露したように決める)

(3)ある投手r口0途中で定書を残して追いた後を意緩毅字r受け継

“

その任

8中に、前儘投手が翔した走奢摯得点した場合はもちらん、餃観級手に対した打
看申 により、

一

守置で
―

r換した麓 をアウトにしたために

日に出た

"書
が得点した場合にも、その得点は (いずれの場合も自知誅 ,自責

点を固わない)前任崚手のものとして歓える。

陣 劇  ここで毬、

"さ
れた走者の中 であってヽ

一

あつた
・

にこたわ
るあ要はない。前饉■,″走奮

=独
して追●、讐 ″出理してヽその回0●●

中に●点rF録されたと●は、動 を腋いて、たとえ粛した297ウ トにさ
れること,あ っても、そ●爾した定書の歓までは、前任象,″螢■を負わなければ
ならない。

すなわち、残された警 掟颯する
・

るまたは嬌書,と、,管●,おによらな
いでアウトになったときは、残された定書の菫― られる。

0投 手甲、四澪のAな 残して退●、,■2-.B″ ゴロを,ってアウト
になり、Aを二こに追ある、c● 7ライアウト、D″事工して、Ar機点――餃
早甲の央点.

0投 ●●、四菫のAを残して退む、Z線颯 Bはゴロを,っ てAを二塁でヽ 緻、
Cゴロを,っ てアウトになり、Bを_Bに違ある。Dの●●●B●菫――崚摯,
残

0 投手颯、四摯のAを壊して2と代わる.DHtrして、Aを =■におる、C″
口してAを本昼でアウトにする。この■B二息 Dフライアウト、IIttπ してB
苺慮

…

残

0,手 甲、四摯のAを腱してzとい る.B四専、Cフライアウト、Aはゆ
らの澪苺で

=コ
を追い●されてアウト (これで甲― はいないことになる).D
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自責点 癸点 1■3

二菫釘して、B―屋から得貞――摯,乙幅

0紋 ■甲、回摯のAを擁してZと Rbる。B四雛後さらに●と代わる、C●打摯

でAを三塁に射壺、Dの,零もBを三二に舞秘 E3童ホ唇

"す

る一―骰,,、

Zl、

"と

もに癸点各l.

0 ●●甲、四理のAを続してZと代わる。B四は C摯●して詢日、Dは Aを本

□に対摯、E●●trしてoと cとを本昼に鰭る――餃輌甲、乙ともに癸点各1.

0世 ,甲、四理のAを廃してZと代わる。3暮●した″、Aは二日を0おうとし

てアウト、その回にB… C●
・

rしてB得慮――崚手¨

:注 1, alD投 甲゙、ニゴロ癸に生0た Aを残してZと●わる。B四蹂後、Cの■

疇でA●こ日

“

質摯、D3点オ星釘する一―Cr投手■●央点 0自●歯｀となり、

B、 D″殺摯Zの癸貞 て自費mと なる。

優0■ ■,、 三ゴロ矢に生0たAを強してZとItbる .B臓口曝 Cの

'澪
でAを

三コ幅 D・,してB得点.E、 F几遺‐―B″■の決● lal自

'点

)となる。

,=21 本環硼画 の優段に壼べられている中 の現した建者の中 られ
る場合には 前e控■の残したた者ガ菫曇摯手に対した●着と共に

'コ

●れるか、

また崚

“

饉置手に対した●奮の

'る
で前

`捜'0残
した2人のた者′

'崚
された

(こ の霞は、1"減せられるだけ)場合、および前動 した定書
`会

目を●●

うとしてアウトになった場合も銀

(b)前任毅手″

"書
●lreを完了させないで違いたと●には、次の要項によつて

各餃手の■鶴が

'ら

かにされる。

(1)捜手

"代
わつて出場した当時、F―ルカウント″次のようなと●であつて、

その,奮″四摯を得議 合には、その四熱を得た,書を前●鋼尋
"費

を負うペ

●π書として屁録し、意援駁■の■●とはならない。

ボ ー ル … … 22333
!l l'i

ストライク… … 0 1 0 1 2
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tato             自費点 央菫

(2)前回の場合、お奮が四露似ぁの理由、すなわら安打、黙 駆 封織、
死職など●―Eに生きたとoは腱援投手の●●とする。(打書″アウトになっ

たと0も載機毅手の責任となる)

眠識圏 このことはlα16(3)に置麟す0もので毬ない。

(3)設手″Rわって出場した当博、打書のボールカウント″次のような場合に
は、そ●″書およびその■書0,おはすべて散撼投手の●●とする。

r ― ル・………2 1 1 1 0 o
l : [ i ! [

スト

'イ
ク…・・・ …2 2 1 0 2 1

(1)同一ィニングに2人以上の設手r●場したと書の機銀親摯13、 そのイニング

での自責童の決定にあたっては、出場するまで●失策または総議によるアウトの

機会0思意を受けることはで0ない。

l&l r4toE iB, 6@&+rFglgEa6a!!-.ea{8L", alcaa*i
etsoaBctDoboa&6,
&8*SE:"<Uelgaa,!g, t-AEt'<BBIA:a6a!|C&,

t5.
o 2'' 1., &:FlF, ErtoAei6rc6llLABecaL.dQ:fze&!,

c',3atqttf6. 
-tQ+€ogla$a 

L. p'gzoglalr r. r-a
,)CIABaL.

O 27,l'. l4:9F, EmoAU aaeBLrgeza{i:b6. Ceg!&fL
D6!1f!tr t.6. 

-*+F, Zeb4d2, €ldBaL.o ozt t. {+F. @oAa^E?BALtBeAnLr&ezaRb6.
C3d,t!gTt6r D, B:6ti=!. F^E?HIL G2A*!SIt6. 

-s9F4el2, gt*u. &+z*a3, giar. r-aoAas, gIA2.

l&l I =t roffibaBF,Lr6d&c@gF€oaeEaa,"i<afrlE8
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雌 争・椰崚Ⅲ棘掟           lat7

れるために、チーム●自貴薫より、鋼 ユ人の自■点●合離の方F多くなる締

ある。なお.蝉 r・
・

点となるた雪を辣しrtt,て も、そ

…

黎た

は餞違によるアウト

ー

ることはで0る。

鑽 、 い

10`7-. 中

(a)ある餃

'●
任蒻■、あるいは代F奮または代鸞省と代わつて勲 たヽ回に、自

チームガリードを0い、しかもそのリード″最後まで保えれた場へ そ●投手に

勝投手の目鑢
"与

えられる。

ただし、次の場合はこの限りで藤 い。

(1)その中 で、1017(b)`撻月された臨

(2)lα 17(c)・m● された続

:菫さ
= は合の塗

'と
こででも厠日になれ颯 口崚籠●決定に関しては、そのと0●

ら

"た

には合が強まつたものとして●うo

菫手チーム″‐魔リードしたなら

“

その面に優譲した掟事はす

―

決定

●●は織外される。ただし、リードしている日■チームに対して畿難している国に、

自チーム″建彗して再
`リ

ードを取り戻し、それ― 菫●機持したと0●、その

機事に鱚●露匈″与えられる。

(b)先粛校手は、次の回菫を見了しなけれ中 属饉 与ヽえられない。

(1)腱チームの●●lF6回以上の鶴合では5回。

(2)鵬チーム●守僣F5回 (6回未讚)の試合では4回。

発発崚摯ガ本項を澄ださないためにま螢設手に勝投手の●eF●えられる場合

は、散調殺手
'1人

だけであればその餃手に、2人以上の政銀綱手″出場したの

であれば、層利をもたらすのに最も効果的な餃澪を行なつたと観苺員″判断した

1人の最震投手に、申 記録を与える。
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lCt7             融 ,“酸拗 類

臓 劉  
“

腱隣●鞭 として記録されるに颯 その崚■″燿嘔 1イニングを,球
するが、鶴0つ撻れ (スコァ、合0)の中で

“

合を決定,“ アウトを奪うこと、
というの″率項の饉日である。●匈の

一

をしたからといって、
ただちにその崚事に優を与えるべ0ではない。なでなら、回級争は、最 力ヽ栞的な
蜃摯をした投手に与えられるものであり、籠く菫ヨ崚手″最も勉黎釣a艘澪を,な
う●もしれないからである。との載機棧手に層を与えるかを決定するには、ス点、
自貴菫、●●させた定書瞑 に合の掟れを●●しなければならない。もし2AM L
の崚手″コ菫度にカス的な投球を行なったい 、力に螢なした鉾 に層を与える
べきである。

(c)懲緩崚,″少しの置投げただけ●.しかもその投瑠″力果

"で
なかったとき

に、細 でヽ箋 した中 中にリードを保つのに+分に関 な銀 をした

設手か た場合は、前書に勝の屁録を与えないr.饉いて量置した餃競設手の申

で最も効果

"な
授摯をしたと目苺員F判断した綬手に勝を与える。

眠識ヨ 餃攘0手″1イ ニングも●lffに 2点以上の●菫 (それ″口任餃手の央点で
あつても)を諄した幹 は、勉暴

"な
概摯とはいえず、かつ少しの回しか投げなか

つたと―螢●にはみなすべ0であるム ●すそうみなすというわけで崚 い。●菫
の散撻餃手から層漱手を選本饉に壼、本条(b)の 鰊詢 ″滲青となる.

(d)自己の■●による失貞″趙゛チームにリードを絆し、相手チーム″最後まで

そのリードを保つたと0、 その設手に餃敬学の目録を与える。

「
議ヨ 賦合●ヨ,どこででも同菫になれ颯 取崚

"の
決定に関しては、そのと0"

ら銹たに

“

合r崎まったものとして扱う。

(e, 露手相拭含でないオールスターゲームのような場合には、本条(b)は適用さ
れない。このような曖合つ勝投手のE録は、ロチームF試含o最後までリードを
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シャゥトアウト セープの決定 〔

"8-1019

,っ たときには、そのリードを奪つた当轍 球していた時  (発見あるいは薇

級)に与える。ただし、Dチームが決定的リードを奪つた後でも、その機゛
"ノ

ックアウトされ、むしら淑麟設争ガ藤餃手としての畑 あると言えられるとき

la、 この瞑りではない。

シャフトアウト

10■8シヤ・7トアウト (燿得点層剰)の記録は、得点を薔きなかつた黎手に与えられ

る。                                       ′

完級壼手でなけれ颯 シヤツトアウトの風録は与えられない。ただし、1回 0ア

ウト餞癸点のと書に代わつて出場した政手″、螢癸貞のまま拭合を終わつた場合に

限つて、完殺崚摯ではない″、シヤツトアウトのFar●えられる。●●F2人以

上リレーしてシヤツトアウトしたときは、リーグ0公式菫手成績にその日の回現を

つける。

散鑽螢手のt―プの決定

10.19セープは、本条鋼2により、意燿崚争に与えられる鶴録である。

次の4項目のすべてを満たした設手には、セープの罰録を与える.

(a)自チームr饉を得た賦含0最後を政げ切つた畿争o

(b)饉役手の菫録を得なかつた機手。

(c)調口3分つ :0投球口r譴録された鶴

(d)次のを項目0いずれかに骸当する崚手.

(1)自チームが3薫のリードのと書に出場して、しかも最鶴 1イニングを投げ

た齢 。

(2)凰上に定奢″残されているとき、その建密か、建者および担対する●奢、

または、定書と相対する打者およびそ

―

点すれ区 タイとなる獣況

のもと●●場してリードを守り切つた燿降ヽ

撼卜に走省
`残

されていないとき、IBrる●奮が、または、相対する●奢
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ll●‐tИ |コ 叶 ・ 率 ′ヽ凛じ t

およびその次打奢″縛貞すれ颯 タイとなる状況のもとで出鶴して,― ドを守
り切った場合。

(3)購 ィニンー した臨

1■

"リ
ーグ会長は、公式鏡計員を●・●し、リータ選手罐試合あるいは

“

ストシーズ

ンケームにHl● した全ブレーヤー●lr●.守償、投手成績 (lo l12に環定された,

の饉録●集針にあたらせる。公式綺舒員は、シーズン末には層事は賦合の個人、チ
ームの記録″回載されている筵録資を,成し、リー´会長に薇出する。この目苺表
には、各ブレーヤーの雄名を明示し、打書には、有払 左打、左右,の区国、障手、

投手には、右楓 左崚の区剌を饉録する。

打燿
=に

国載されたブレーヤー●.1回●守機につかないで交代した場気 守掟
に関しては、試合に●●したとの記録″与えられない。

打猥豪に配菫されるか、交代してll●●ると発表されたプレーヤーは、すべて、

打事に関しては、試合に出場したとの

“

饉
"与

えられる。

1菫｀1 ある′レーヤーム 少なくとも1鑢あるいは1′レイのm守偉についた0
合は、守薔に関しての

―
口録すo.

代わって日場した′レーヤーll●●についたもの●.:薄″投じられるム アレイ
″崎まる前にコールドグーム″宣せられた場合 (たとえば雨,は、π●に腐しては
賦合II●を●●●●F.●機に関しては餞合出場を屁織しない。餃崚崚手″査置し
たものの、1摯を織じるか、′レイ′始まる前にコールド7-a″童せら

…(たとえばЮ は、●●に関しては
―

E●●るム ●■●よび菫摯咸腱ほロ
しては、試合●●を記録しない。

事 の 決 定

1●a各事はわ 計

"に

よる。

(3)層率を出すには、鬱、取リ

ー

.

II摯
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各晨饉
'ブ

レーヤー決tの書華            1° "

(b)●率を出すには、●重で安打颯をコる。

(c)長打率出 すには、打薇で日打織悧 る。

(a)守償事を出すには、剌蔵、輸継 癸策0合計餞 (守償機会)で刺摯、補級の

合籠藪を回る。

(o)餃手φ鮨御事を出すには、そ●餃手の自責点の合計ヽ9を掛け、それを綬澪

回数 lnaを合り で回る。

1日螢1 ●トー■嵌譴ヨ9椒口、自顛 3α弯

“

ヽ繭 は、3X9■ 9%‐289

摯鶴 
“

●

"alに

あたつて回り0れない層合は、小螢点以下4●まで崚めて四彗工入

する。囀 Ⅲ曖●以下3●まで燎めて

"鑽
工入する。

(f)出屋率を出すには、打露、嘔 死無 爾飛り合計曖で、熱 四藤 死澪

の合計饉を回る。

欧議鶴 出日曜●算定にあたつて、

'書
(イ ンターフエア)、 定事鮨宙 (オ′ストラク

ンヨン)による出塁は麟く。

●Inブ レーヤー決定の書摯

1■2′ロフエツシヨナルリーグ幅 ●●・ 守償における●― ブレーヤーの

袂定藍 次の薔軍による。

(a)リ ータの首

“
"書

、最高長釘率

"會
、最嘉山塁率●各は、最高●lr●.●●

な 出塁率をあげたブレーヤーに与えられる。ただし、メジャーリーグではその

シーズン中の1クラ′あたりに組まれている試含総数は 1●以上、マイナーリ

ーグでは27愴以上0打露霰をあ要とする。

■澪蹴とは、IFH、 口臓R死演

“

嗜講バント、餞籠フライおよ鶴 また13た

―
による●塁鑽の各 端々 をいう。
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1●2             各最優,ブレーヤー決定のエユ

ただし、あ要な打富蜃に減たない●費でも、その不足餞を打菫として如算し、

なお最高甕 長釘ヽ ●B4になつた場合には、この打奢rリータの首位打

書、最局長釘率

"書

、最富●菫率打書となる。

:原注】 1クラ′あたり1■腱合,■されているメンャーリーグでは、その01僣0
S02、 1ク ラブあたり140mOFeまれているマイナー,一グでは、そ始 の
o′o調螂釧田螂餞である。菫螢は四彗五入する。たとえ

“

10の■1●は,22だム
a菫を切り撻ててま2″環寇

"棗
鷲となる。

Aガ、まD打曖181●●.trt3割 6分 2回ヽ 勁 壽以上0,書●●●lraを
,録したとしても、490tr8oB`“●■肛

“

安颯 ,■ 3回 7分 5厘をE●した
場

・
晦 はBである。を■2ら、Bの,菫に12を加えて,率を,■すると3

割6分5厘となり、Aを上回るからである。

(b)メ ンャーリーグ●騒饉癸防御率捜手は、少なくともそのリーグで1ク ,ブあ

たりに組まれている試合総薇と同蜃以上のイニングを投鸞していなければならな
い 。

マイナーリータでは、少なくともそのリータで1クラフあたりに菫まれている

К合置霰の80%の政と同数以上のイニングを投球していをければならない。

i瞼1 1クラブあたり1曖試合″組まれているメツャーリータでは、162イニングF
菫定●摯回菫である。161%イニングの2●は,書″ない。1クラ′あたり1姉
合″組されているマイナーリータでは、112イニン

ー

る。燿菫は、

最もFl13分の1の日に●り績てまた13● り上げる。たとえ颯 1クラブゆたり144

賦合″菫まれているマイナーリータでは、1“ゆ80Kはn認で、115%イ ニング

…

となる。1タラフあたり繊 合r菫まれているマイナーツータで¨

7-● 608r、 60%イニング

ー

となる.

(c)守壺の最優分プレーヤーは、各ばツションにおける最高0●●Fを得た目手

‐ ¨



期 敏 鰤 か難

に与える。

(1)鶴手毬、少なくともそのリータで 1クラフあたりに組まれている試合総数

の半数以上の試合に、鶴手として出場しなければ

'ら

ない。

(2)内野手および外野手は、少なくともそのリータで 1クラブあたりに0まれ

ている賦合総嫁の3分02XL●鶴合に、そのポツシヨンの守個につかなけれ

ばならない。

(3)殺摯は、少なくともそのリーグで 1クラブあたりに颯まれている日合毬徴

と同蜃以上のイニングを、投難していなければならない.

ただし、鶴定数導回重に罰たない●手r、 規定に違した投手よりも守償機会

歓 側政、機無 央策の合計)をより多く鶴録し、なお守撥率r最高の場合に

は、その投手が電裏守E睾授手となる.

110Z崚ヨ aF日のプロ屁導では、・●まれている賦合口襲 を精なつたm●●.

■●きがえて適用する.懃●算出にあたり、い     (a)(b)各 口識コに摯する。

一
難

1023-の 場定

(a)― の目母はヽは 死韓 ●●またはた重崎書、および犠秒 ン`トに

よつて中断されない。しかし、犠篠フライはその露録を中断する要素となる。

(b)連続試合安打の屁録は、すべての打席lFu、 死澪、●●または定ヨ勁書お

よび鶴鬱 くントのいずれかであつたと0、 申断されたことにはならない。しかし、

蟻雀フライはその

“

母を中断する要素となる。

ブレーヤー個人の連続試査安れのE●は、そのプレーヤー″凛続出場した賦合

0結果によって決定される。

lal プレーヤー″

“

合に出0していたム
'壼`こ

ないうちに鶴黎 わつた場合

およ0口「 ¨ ウトになって

…

となつたた0な ど打産に入つたオ■●
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,0●                                        ぃ

を見7で0なかった場合は、理理,,および理●鶴合安打の,録″■mれ たもの
とはみをさない。

(c)ブレーャー″違鶴試合■場を屁鶴するためには、少なくとも自チームのある

イニン´の守● (回のコめから終わりまつ に出場するが、あるいtEに出るか
アウトになって打軍を見7しなければならない。代だとして試合に出ただけでは、
連綺試合■場を記0したことにはならない。

ブレーヤー″本項の要絆を崎たさないうちに、瘤割員によって試合から職かれ

た場合は、こ

…

れたことにはならない。

(d)'スペンデッドグームで、本条各項を適用するにあたって

“

、その餞●掟合
でのすべてのプレイは、―埒停止された元●試合日に露録されたものとみなす。
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付    記      (隋饉 厠動 の澄●)

アマチュア苺球0沿軍

>1950● 3月、社会鰤 会、日本字奎夏電機会および全日本嗽試置習館回″共

同して ,日本アマチュア聟博規則 を輸―劇定した。

>1951年競たに全国

―

を加えて、1952●に、1螢Ю年魔制定の ,日

本アマチュア蜘 を政め ,公田野澪諷期 を銅●し、
"嘲

年には全日本大
学苺諄鑢菫も

“

わった。

>口後毎年沐国のルール政工に0い政肛をなし、これを抑電した.

プロ

"球
の沿

=
>1986● 2月、中       (山 内以九土編)」 に改正を加え籠行した。

>1941年 2月、1ツゆ

“

魔米国政エルールを基として ,日本質翠現劇 rI「― =、 山
内Xたし贈DJ●●●した。

>1951年 1月、セ・′lrlリ ーグ合

―

を国螢し、従来の「日螂
期 に機えて、「1,Ю摯暉C臓議綱●詢日画 (詢口麟治3)Jに田醸 を加え、こ
れtalBすることとした。

●1953t,月、1951痢壼国掟に期む咄自および輌 ′̈ ルに出にれ てヽ 鵬目靡野綸
割 を何定しこれを遺用した。

>日後面リーグ醸澪規瑯鶴饉会は米国のルール改正に倅い適直政正鶴足してこれを適
用した。

la烙年日本におけるプロ野球とアマチュア野露の観測■の合日化を図り、これ′
議 を難 。

>1,曖率 1須26日、プロ野なとァマチュア饉澪0各代ヨ″会合して

…

同化
を関にした。この中 として、相田欄―、州 1螂 神幅 細
●●.島 寃之勁、

"木
螢機、

",3臥

~ml:回
、

…

柳鳳
=山

内
以九二 鶴沢三郎 (以上二十青腫)… 露出し、規剌●毬筆む首奮は、山内、

-196



柳風、坪井、蛉木各委員、「審判員の手訓」勧撃書は島、こ出川、相日の各揆員お

よび山本英一郎氏、調田麟筆者疇 員に決定した。

1%`年 1月 6日、第1回掘
=委

員会を図機して、具体

"方
法について7altし、爾

悛害餞を重ねて同年3月新しく 1196年度公露野苺規劇」の発刊を見るに重った。

>1957● 1月、日本層澪期回家員会 (●5)は、米国の大幅なルール改正に0い、

前年度現劇に検討を加えて、1957年度範鸞観測の決定をなし、これをEHした。

>19“卸来無 毎年米国のルール政工に我麺 独自の政肛″加えられ、現在に菫っ

ている。

>20●年度日

…

員会は、:月 10日 に関理し、麻奎紘二、中本 間、後

腱、木

“

―賞、赤井諄二、割 1お登、林 t―.A麟建之、柚 寛仁、彙鳳和彦、

検澪直魏 杉― 、池猥ェ崎、斬 純生、燿コ瑯四、井層 修、鬼丼饉尽 友費

二人、横高 温 東 利央、申村 鯰、森 銀 笠環諄 山田 摯、山本

勉、山

"1麟

ニ ロ匠稔事の各氏″颯事にあたった.
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野 取 規 IIU

メートル法換算表

本規厠に競えされている菫籠、大きさ、重さなどをメートル法によって換算すれ
iム およそ次のとおりである。(セ ンチメートルおよびグラムの小餃凛以下2位で
四撥工入した)

lZ` 03Maン●

1,レ  2113И

`X,:'

1,' 動

0本墨よリフェンス、スタンドまたはフェアグラウンドにあるプレイに支織をきた
す雄嗅までの距麓………… …… %∝●

“ `Ellll′

,0●●つ

"鐵"■
(L14)

0本基よりた舞 右罠までの暉 ……………………… 2●●346M,(L04y
O本塁より中堅までの重曖…………… …………・ … Юα●■a,.91″ (1041

0本塁より二塁、一塁より三塁までつ菫職―¨

24139/8■…3"π嘔● (国資1.L041
O熱 田………… ………… ………………… "已

`″
夕

`.431,(回
表 1.1`ゆ

0本塁～パッタネット固―… ………… ………

“

嘔―18'2“解 (回識1 
“

ゆ
0本塁～掟手檄回 ………………………………… ∞46`'…18ft44●・ (国家 1

0ス リーフフトライン………………………………………… 3``01苺ン〈回表 1

0次打者度の直餞… ………… ……………………… 5``… 11■0●′
(回表 :

0両茨打オ鷹の中心回の半分…………… …………… 74…11鍬″′
(画妻 1

0塁蘊よリコーテスボックス………………… ……… Ъ4… 4t7″'(回表 1

0コーテスボックス………… 1ュ
`～

1に

`X20・`…“

Ь■～3`厠嘔諄′X3,纂麟 ′

(図
=1)0本工を目む上の部分の直径… ………………… .… 26・1 71務

"''〈
回表1)
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メートル鮨換算表

0′くフタースポフタス……………・ 6``X42`… 1●寝D■ Xl“物り7(国
=2)

0国
=2の

キヤフチヤースボツタスなど……

8`` 2●ИaS■ . `“' 1■ЮQ″痒

29`ン  だ″ ,  7''  17″   6`'  1鰺

0ラ インの餌………………………・…………………………… 3`′ …7(曖 輌 表2)

0本塁物 の長さ……………2夕…頭 '.14'4ν髯 8%夕 初
`″

(Llb)

0ベースの辺の長さと厚さ……… 164' ●21■  3夕～5ター7鷹～Z″  (“D
O投争曖……………… …………… 2'X6夕 0コ瞬 X財   (国妻2.L071

0塁線とベンチ国の最短躍摯…………………………………綺4 7●0り
''(L0810使月0■ さと同国 … ‐ … … …… 5ヤー5%ヤ…14″″～14旧″

9夕～9%ター沙 ′～醐 ′(LCl

O{フ トの大き……………………………………………狙

`以
下

“

絆以下 (口0)

■さ……………………… ………… ………4´レ以下…1年

“

け

'以
下

テープのattけ………………… ……… ………………… lB4'…

“

砂 ン

03手のヽフト……………………………… ………… ……………………… C′ )

"″
以下 簑6●以下.15%`以下―酸 以下

6夕以下¨酸 以下. 4″以下…嵯 以下

0-墨手のグラブまた●ミフト…………… ………………………………… (L131
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5`'以下…酔 以下

0夕
=内

外蛇手のグラフの大きさ……………………………………… 0颯口参照
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難総諷即に対する疑覇あるいは試合中に生した綸や、これについての規則迪月に関
する質|10■なとは、下■を辿量にお画セ治 わせ下さい。

〒10"∞ 14 東京椰藩区芝53● 7 ヨロベルジュビル内
日本プロフェッショナル̈

野 難 規 則 委 員 会
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日 本 学 生 野 撃 協 会

'lЫ
Hn唸 東京都渋谷区3・K谷 222-8 名取ピル内

全 日 本 大 学 野 撃 連 盟
〒55ull102 大曖市西区江戸鋼12225 ,沢・セ伯瘍 内

日 本 高 等 学 校 野 球 連 盟

〒151-O061 ,京都渋谷区千駄ケ谷4277
全 日 本 転 式 野 球 連 盟
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