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トラ ブ ル 防 止 に つ い て
技 の巧拙 にあ らず、勝敗 にあ らず"一 高校野球 は試合 にのぞん
で 自らの持 てる力 を十分発揮 で きる よう、 ひたむ きに日々の練習 に取
り組 む姿 に尊 さがあ り、野球 を通 じて立派な人間の形成 を唯一の 目的
としてい ることは言 を待 ちません。
ルール を守 らず、勝敗 にのみ こだわ り過 ぎて トラブルを起 こす こと
は許 されない事 であ り、 また絶対 に避けなけれ ばな りません。審判委
員 の迅速 にして的確、責任ある判定 と毅然 たる態度が望 まれる所以 で
あ ります。
トラブルの原因はい ろい ろあ りますが、大 きな問題 となる例 をまと
めました。

1.試 合 中の トラブル
ルールの適用 を誤 つた時な ど、試合 中の トラブルの多 くは事後処
理 のまず さにあ ります。 ルールの適用 を誤 つた とわかった時は、速
やかにその試合 の担当審判委員が協議 して訂正する ことです。そ し
て、両チ ームは もちろん、場内放送 を通 じて一般観衆 にも説明 して
納得 させて下 さい。
トラブルが起 きた時は、その試合 を担当する審判委員が責任 を持 っ
て処理 にあたる ことが原貝1で す。裁定 に苦 しむ ような時 は控 え審判
委員や大会役員 の意見 を聞いて裁定 の参考 にする ことは止むを得 ま
せんが、そのため必要以上の時間 を費や した り、控 え審判委員や大

場 での様子 を本部席か ら見 ていた長浜俊 三 。
大会審判副委員長

(当

時)

が「君 のユニ フォームの 中に大切 な物が入ってい る」と記 した もので、
福嶋 さんは この手紙 によ り土 を持 ち帰 った事 に気づいた と述べ られて
い ます。その上 を自宅の植木鉢 に入れて、その後 の人生 の糧 とされて
いた とい うことです。
現在 で も阪神 甲子園球場では、グラウ ン ドに立 ちジャッジをする 4
名 の審判委員だけでな く、バ ックネ ッ ト裏 の審判幹事や控 え審判委員
らが選手や指導者 の一挙手一投足 を愛情 を持 って見守 り、高校野球 に
ふ さわ し くない プレイや態度 については厳 しく注意す るだ けでな く、
一方 では立派な振 る舞 い には賛辞 を送ってい ます。
福嶋 さんの野球殿堂入 りの裏 に隠 された物語 は、実 に高校野球 らし
いエ ビソー ドであ り、審判委員 の大先輩 に敬意 を表す るとともに、そ
の精神が今 に受け継がれてい ることを誇 りに思 った次第であ ります。
最後 に、 日頃か ら献身的な活動 を続 けてお られる皆 さんに深謝する
と共 に、世界 に誇 れる文化である高校野球の精神 を堅持 し、 さらに発
展 させ るべ く審判委員諸氏の活躍 を心か ら祈念 いた します。

会役員 の意見 をそのまま受け入 れて判定 を下す ような無定見 な審判
ぶ りは好 ましくあ りません。
控 え審判委員 や大会役員 の意見 はあ くまで も参考 とし、責任あ る
判定 を下すべ きです。
2。

ジャッジに対す る抗議
審判委員 は、監督 がベ ンチか ら出て抗議 をした り、選手が ジャッ

ジに従 わず に抗議 を繰 り返す ような場合 は「退場 を命 じて速やかに
試合 の進行 を図 らねばならない」 と大会規定 にあ ります。
さらに、退場 を命 じられた監督や選手がその判定 に従 わない場合
や、応援者が騒 いで試合 の進行 を妨 げ、いず れ も試合 を続 ける こと
がで きない ときは「主催者 (大 会本部)と 協議 して試合 を没収 して
相手 チ ームに勝利 を与 える」 ことも決め られてい ます ので、 この規
定 を適用 して、すみやかに試合進行 を図 つて ください。
なお、高校野球では、審判委員 に対 して規則適用上 の疑義 を申 し
出る場合 は、主将、伝令 または当該選手に限 つてい ます。 ところが、
その主将、
伝令 または当該選手が 申 し出の主 旨を十分 に伝 え切れず、
説明が言葉不足 で、
審判委員 の回答が申 し出の内容 と違 っていた り、
主将、伝令 または当該選手が理解 しきれず、ベ ンチに帰 って も監督
へ の説明が長引 くな どのケースが多 くあ ります。その結果、一般観
覧者 の不信感が大 きく膨 らむ こともあ ります。
審判委員 はこのような場合、先ず冷静 に、主将などの 申 し出を よ
く聞いて内容 を確認 し、回答や説明 は十分言葉 を選 んで、丁寧 に分
か りやす くす ることが大切 です。

また、主将 などがベ ンチで監督 に伝 えた後 も、その監督 と審判委
員 との間で「了解」 の アイ コンタク トの後 にブレイを再 開す ること
も試合 を円滑 に進め る上での大切な所作 です。
これな どは、大会開催前 の代表者会議 の席上 などで事前 に徹底 し
ておいて下 さい。

3.大 会運営 について
試合 の進行が遅れて途中で 日没が予想 されたり、天候 の状態で コー
ル ドゲーム を宣告 しなければならない ときな どは細心 の注意が必要
です。審判委員 は試合前にあらか じめ両校 の責任者 に事情 を説明 し、
万一 コール ドゲームになって もやむを得 ない ことを徹底 してお くこ
とが大切 です。 また、一般 の観覧者 にも試合 の合間に場内放送 で事
前 の説明を繰 り返 し、 トラブル とならない よう最善 の努力が必要で
す。

以上、 トラブル、抗議、大会運営 について触れましたが、こ う した
事態 を起 こさないためには、平素か ら機会あ るごとに、加盟校責任教
師、監督、選手にルール を厳守す る ことや、一般観衆 にも真 の高校野
球 の精神 を理解 して もらうことが大切です。
また、審判委員 の絶 えざる 自己研鑽 、ス ピーデイー な動 き、そ して
審判委員相 互の綿密 なチ ーム ワー クなど、毅然 として信頼 される審判
こそ高校野球 を支 えてい ることを忘れないで下 さい。

高校野球審判委員 としての心構 え
高校野球 は教育 の一環 であ り、野球 を通 じて将来 日本 の社会 に役 立
つ立派な人間を育 て上 げ ることを大 きな 目的 としてい ます。
言 うまで もな く、高校野球 は16〜 18歳 の高校生の野球 です。技術 も
未熟 であれば、精神的 にも人格形成 の途中です。
それだけに我 々審判 に携 わる者 は、優秀 な審判技術 の持ち主 であ る
と同時に、高校野球 らしさを正 しく教 える指導者 でなければな りませ
ん。ベ テラ ン、新人 を問 わず、常 に反省 しフレッシュではつ らつ とし
た毅然 たる審判 が出来るように、 日ごろか ら人格、技術、体力 の向上
を心掛 け ることが大切です。 また、我 々 自身 も人間形成 の場 であるこ
とを認識 し、常 に謙虚な態度で、 フェアプレイの精神 と報 い を求めな
い心 をもち、善良で健全 な社会人 として、世間か らも選手か らも信頼
される人柄 であ りたい ものです。
今 日、国民的行事 とまでいわれるほ どの盛況 な高校野球が、その存
我 々審判委員 は指導者 の一人 として、
在意義 を引 き続 き保 つ ためにも、
その立場 を十分 に認識 し「責任 のあ る審判」確 立のため地道な努力 を
積 み重ね ようではあ りませんか。

1.マ ナー と身だ しなみ
野球 に関係 のある場所 では もちろんの こと、私生活 において もマ
ナー と身だ しなみには十分 な注意 を払 い、社会人 として常 に審判委
員 の精神 にの つとつた行動 をしなければな りません。
た とえば、
学校関係者 に対 して儀礼 を重んず る ことは必要 ですが、
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特定 の学校 を訪ねた り、学校 の関係者 と親 しくす るような ことは厳
に慎 まなけれ ばな りません。
審判委員 は礼儀 を重 ん じ、 しか も公平 で厳格 であるべ きです。
この 日常の態度がゲームにおける適正かつ正確 な判定 にもつなが っ
てい きます。平素 の身だ しなみのみならず審判 の服装や用具 につい
て も特 に自分 自身で、常に行 き届 いた手入れ と管理 を心掛 けること
が必要 です。

2.健 康管理 と精神 の集中
審判委員 は、試合 中 どのような条件下 で も耐 え うる体力 と集中力
が必要です。 自分の健康 にも日ごろか ら十分注意す る気持 ちがなけ
れ ばな りません。炎天下や悪条件下での試合 の審判 を完全 にまっと
うしうる体力 を常 々か ら養 う必要があ ります。体調 の悪 い時 は集中
力 も欠けて くるものです。球児 のプレイに長時間、冷静かつ正確 に
応 えるために、我 々は 日ごろか ら足腰 を鍛 えた り、夜 ふか しや暴飲
暴食 をつつ しむ等、体調保持 に努力 をす ることが大切 です。

3.動 きと野球規則 の習熟
審判 の動 きを反復練習 し、実戦で も無意識の うちに体が即応 で き
るようになることが必要 なのは言 うまで もあ りません。何 よ りも大
切 なのは「基本 に忠実に」 とい うことです。 また、規則の習熟 は動
きと同 じで、試合 中いかなる事態が生 じて もタイ ミングよ く的確 な
裁定 を下 さなければな りません。そのためには規則 の内容 を十分 に
マス ター し、同僚 と常 に研究 しあ う態度が望 まれます。稀 に しか起
きない プレイを討議する ことも必要ですが、それ よ りも野球規則 の
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根本精神や本則、そ して試合中にたびたび起 こるプレイを常 に研究
し、プレイが起 こった とき反射的に規貝Jを 適用 で きるよう、理解 し
てお くことの方が大切 です。
試合 に際 しては、グラウン ドヘ 出る前 に担当審判委員全員で具体
的な責任分担や相互の連けい などを よ く打 ち合 わせ てお くことが、
試合 を円滑 に進め、 トラブルを未然 に防 ぐ最良の方法 です。
また、試合終了後 には様 々なプ レイや動 きと位置な ど、あ らゆる
角度か ら必ず反省 し、当 日の復習 と今後 に備 えて、新 しい技術 の習
得 をはかることが、審判委員 としての実力 を高め、 自信 を持 つて次
の試合 にのぞめることに直結 してい る ことは言 うまで もあ りませ
ん。
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2012年 度

野球規則改正事項

(1)2.76に 次の文 を追加する。
しか し、塁 または走者 に触れ ると同時、あるい はその直後 に、ボー
ルを落 とした場合 は 触球"で はない。
野手が塁 または走者 に触 れた後、 これに続 く送球動作 に移 ってか
らボール を落 とした場合は、 触球"と 判定 される。
要す るに、野手が塁 または走者 に触 れた後、 ボールを確実 につか
んでい た ことが 明 らかであれ ば、これ を落 とした場合 で も 触球"
と判定 される。

(2)3.15を 次の ように改 める。

4行 日のカッコ内を次のように改める。 (傍 線部を改正)

①

試合に参加 している攻撃側 メンバーまたはベース コーチ、その
いずれかが打球または送球を守備 しようとしている野手 を妨害 し
た場合、あるいは審判員を除 く

②

付記】を削除し、【
【
原注】の冒頭に次の文を追加する。
本条で除かれている攻撃側 メンバーまたはベースコーチが、打

球または送球を守備 しようとしている野手を妨害 した場合 につい
ては、7.11参 照。審判員による妨害については5.09わ

)、

同 (f)お

よび6.08(d)、 走者による妨害ついては7.0&b)参照。

③

原注】に次の例を追加する。
【
例 一打者が遊撃手 にゴロを打 ち、それを捕 った遊撃手が一塁 に

悪送球 した。一塁 ベースコーチは送球 に当たるのを避けようとし
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てグラン ドに倒れ、悪送球を捕 りに行 こうとした一塁手 と衝突 し
た。打者走者は三塁にまで到達 した。妨害 を宣告するか どうかは
審判員の判断による。 コーチが妨害を避けようとしたが避けきれ
なかったと判断すれば、妨害を宣告 してはならない。

(3)6.05(0)を 追加する。

(0)走 者 を除 く攻撃側チームのメンバーが、打球を処理 しようとし
ている野手の守備 を妨害 した場合。 (7.11参 照。走者 による妨害
については7.08(b)参 照)

(4)7.08(1)を 追加する。

(1)走 者を除く攻撃側チームのメンバーが、ある走者 に対 して行な
われた送球 を処理 しようとしている野手の守備 を妨害 した場合。
(7.11参 照。走者 による妨害については7.08(b)参 照)

(5)7.11を 次のように改める。

①

2行 日のカッコ内を「 ダッグアウ 卜内 またはブルペ ンを含 む」
に改 める。 (傍 線部 を追加)

②

ペ ナルテイを削除 し、本文に次の文 を追加す る。
走者 を除 く攻撃側 チ ームのメンバーが、打球 を処理 しようとし
てい る野手 の守備 を妨害 した場合 は、ボールデ ッ トとなって、打
者 はアウ トとな り、すべ ての走者 は投球当時 に占有 してい た塁 に
戻 る。
1送
走者 を除 く攻撃側 チームのメンバーが、 球 を処理 しよう とし

てい る野手 の守備 を妨害 した場合 は、ボールデ ッ トとなって、そ
のプレイの対象 であ った走者 はアウ トとな り、他 のすべ ての走者
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は妨害発生の瞬間に占有 していた塁に戻 る。

(6)8.02(→ (1)を 次 のように改 める。
投手が投手板 を囲む18フ イー トの円い場所 の中で、投球する手 を
回または唇 につ けた後 にボールに触れるか、投手板 に触 れてい ると
きに投 球す る手 を回または唇 につ け ること。
投手は、ボール または投手板 に触れる前 に、投球する手の指 をき
れい に拭かなければな らない。

(7)8.05ペ ナルティ 【
注1】 を削除し、騨鬱】を 【
注】とする。

2012年 度

野球規貝U改 正 の要点解説
注 :(}内 数字は今回改正された7項 目の符号

(1)触 球 についての補足 をていねいに記載 した。
(2)① 原文のとお り
②各妨害についての規則参照を分類 した。
③例題 について、ベース コーチと野手 との接触 は十分に考えられ
ることから、その際インプレイにするか、妨害にするかの根拠
規定として、原文にある例題を掲載 した。
(3)は

)原 文のとお り

(5)① 原文のとお り
②現行文のペナルティをよ り具体化 した表現に改正された。

(6)こ の規則においては、
「高校野球特別規則20」 を遵守することに変
更なし。

(7)混乱を避けるため、ボークペナルティの後段 【
付記

1】
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との関連で

注
【

1】

は削除が相当と判断された。

高校野球では、 この件 に関連 して「高校野球特別規則22」 のとお り
運用する。

規則適用上の解釈
)
(下 記はアマチュア野球規則委員会から発表された規則適用上の解釈です。

(1)8.01関 連について
例題 ―走者三塁。投手が ワイ ン ドアップポジシ ヨンか ら投球動作
を起 こ し、両腕 を頭上 に持 っていつた ところで、三塁走者が本塁ヘ
走 つたのを見 て、慌 てて投手板 を外 して本塁に投 げた。投球 か送球
か

。

2009年 の解釈 においては、
「正 しい投球 をし損 なった と見 て (不 正

規 の)投 球 とみなす (送 球 ではない)」 との確認がなされたが、再度
「投手が投球動作 を止めて (ボ ー ク)、 投手板 をはず し
検討 の結果、
た時点 で もはや投球 でな くなるため、す ぐにボールデ ッ ドに して、
以後 のプレイはすべ て無効 にする」 ことが確認 された。
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2013年 度

野球規則改正事項

(1)巻 頭「フェアボール」第2図 の説明を次のように改め (下 線部を改
正)、 図を変更する。
バ ウ ン ドしなが ら内野か ら外野へ越 えてい く場合 には、一塁 また
は三塁 を基準 と して判 断すべ きであ って、一塁 または三塁 を過 ぎる
ときに、 フェア地域 内かまたはその上 方空間 にあ った場合 は、その
後 ファウル地域 に出て もフェアボールである。

(2)巻 頭「 ファウルボール」第8図 の説明を次の ように改 め

(下 線部 を

改正)、 図を変更す る。
バ ウ ン ドしなが ら内野か ら外野に越 えてい く場合 には、一塁 また
は三塁 を基準 と して判 断すべ きであ って、一塁 または三塁 を過 ぎる
ときに、 ファウル地域 内またはその上方空間にあ った場合 は、 ファ
ウルボールである。

(3)1.10(blを 次 のように改 める。 (下 線部 を改正)
バ ッ トの先端 をえ ぐるときには、深 さ1%イ ンチ (3.2セ ンチ)以
内、・・・

(4)1.17【 注3】 ④ の「(ア マチュア野球では7平 方センチ以下でなけ

ればならない)」 を削除する。
(5)2.32【 注1】 後段を次のように改める。(下 線部を改正)
また、打者が打 った り、バ ン トしたボールが反転 して、 まだバ ッ
タース ボ ックス内にい る打者 の身体お よびその所持す るバ ッ トに触
れた と きも、打 球がバ ッ トまたは身体 と接触 した位 置 に関係 な く、
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フアウルボールである。

(6)3.05(d)を 追加する。

(d)す でに試合 に出場 してい る投 手がイニ ングの初めにファウル
ライ ンを越 えて しまえば、その投手 は、第 1打 者がアウ トになる
かあるいは一塁 に達するまで、投球する義務がある。ただ し、そ
の打者 に代打者が出た場合、 またはその投手が負傷 または病気 の
ために、投 球が不可能になったと球審が認めた場合 を除 く。

一例」以下を7.n【 注2】 とし、7.n【 注】を 【
(7)3.15【 原注】の「
注
1】

にする。

(8)7.08(a)の 「ベースライン」を「ベースパス」に改める。
(9)8.01(a)【 注1】 を次のように改め、同 (b)【 注】を削除する。また、

巻頭の「投球姿勢」を変更する。
アマチュア野球では、投手の軸足お よび自由な足に関し、次のとお
りとする。

(1)投 手 は、打者に面 して立ち、その軸足 は投手板に触れて置 き、
他の足の置き場所には制限がない。ただし、他の足を投手板から
雛 して置 くときは、足全体 を投手板の前縁の延長線より前に置 く
ことはで きない。

(2)投 手が

(1)の ように足を置いてボールを両手で身体の前方に保

持すれば、ヮイン ドアップポジションをとった ものとみなされる。
001 10.01の「 リーグ会長」を一部
「 メジャーリーグではコミッショナー

事務局、マイナーリーグでは各リーグ会長」に改め、同 (→ 【
原注】
後段と 【
注】を削除する。

‑9‑

αD 10.10(a)の「 ただし、そのプレイでアウ トが成立 していなければ
デフレクトした野手に失策が記録 されたであろうと記録員が判断 し
た場合 は、この限りではない。
」 を削除する。

2013年 度野球規則改正 の要点解説
注 :()内 数字 は今回改正 された11項 目の符号

(1)(2)日 本では永年 プロ 。アマ問わず 、バ ウン ドして内野か ら外野ヘ
超える打球 の判定基準 をベースの外野側角 (A点 、 B点 )と して き
ま した。直接 ベー ス に当 たった打球 は勿論、バ ウ ン ドした打球 が
ベース に当た つた場合 は、 フェアボールになる矛盾や国際的な判断
基準 も精査 し、規則書 の巻頭図 と説明 を改め、判定基準がベースの
点か らベースの辺に変更 されることになつた。
永年 においてフエアボー ル、 フアールボールの概念 が定着 をして
いたので、講習会お よび指導者 ミーテイングにおいて、変更点 を正
しく伝達 していただ きたい。

(3)カ ップバ ツ ト先端 の深 さの変更

(4)手 袋 お よびリス トバ ン ドに商標 などを表示 す る場合は、原文 の と
お りとした。
「高校野球用具 の使用 制限」 の9、 10に 記載 の と
なお高校野球 では、
お り、現行 のままとす る。

(5)6.05(g)の 規則適用 上の解釈 と関連す る改 正で、片足 が完全 に
バ ッタースボックス を出て地面 に着 いていた場合 は、打者か ら打者
走者 に移 った とみなす。バ ッタースボ ツクス内にい る打者 とは、両
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足がバ ッタースボ ックス内にあるか、
片足 が地面 に着 き、
片足 がバ ッ
タース ボ ックス内外 で浮いてい る状態 であると、プロ 。アマ共通 の
解釈が確認 されました。
(着 いていたか浮 いていたかは、一 に審判 の判断である。
)

(6)す でに試合 に出場 してい る投手 の投球す る義務 を追加 した。
(7)3.15【 原文】の例について、規則項目の中で、7.11に 移行した方
が 関連性か ら相応 しい と判断された。

(8)原 文の とお り
(9)ア マ チ ュ ア野球 では、ワイ ン ドア ップポジシ ョンとセ ッ トポジ
シ ョンの区別 を自由な足 の置 き方で区別 して きました。今 回の改正
で もこの主旨に変更はあ りませんが、軸足 も自由な足 も投手板 を十
分活用 で きるように とのプ レイヤ ーの考 え と規則書本文 との 関連

で、アマチュアの 【
注】書 きが改正されました。
軸足 は投手板上に置 くか、投手板 のどこかに触れて置かなければ
ならない。自由な足は投手板上に置 くか、投手板のどこかに触れて
置 くか、または、自由な足を投手板から離 して置 くときは、投手板
の前縁の延長線より足全体が前に出ないように置かなければならな
い

。

l1010D 原文 の とお り

規則適用上 の解釈
(下 記はアマチュア野球規則委員会から発表された規則適用上の解釈です。
)

(1)規 則6.05(g)打 者がバ ッタースボ ックス内にいて打球 に当たった
‑11‑

場合
打者の片方の足がバ ッタースボックスの中、もう一方の足が外 に
あって (い ずれの足 も地面に着いた状態)、 打球が打者またはバ ット
に当たった場合 は、打者をアウ トにす る。 (こ れまでは、片方で も
バ ッタースボックスに入っていれば、バ ッタースボックス内にいる
)
とみなされファウルボールとす る解釈であつた。

なお、ボックスの外で片方の足が浮いた状態で打球に当たつた場
合 は、ファウルボールである。 (着 いていたか浮いていたかは、一に
)
審判の判断である。

‑12‑

ア マ チ ュ ア 野 球 内 規
(規 則適用上の解釈 )

2013年 2月 修正

① 審判員がインプレイのとき使用球を受け取る
ス リーアウ トと勘 ちがい した守備側が、使用球 を審判員 に手渡 し
たのを審判員が受け取 った場合 は、規則3.15を 準用す る。審判員が
使用球 を受け取 ると同時にボールデ ッ ドとし、受け取 らなかった ら
どの ような状態 になったかを判断 して、ボールデ ッ ド後 の処置 をと
る。 また、ベース コーチが 同様 のケースで試合球 を受け取 った場合
も、受 け取 ると同時にボールデ ッ ドとす るが、走者 はボールデ ッ ド
になった ときに占有 していた塁 にとどめる。

(渕

巳貝13.15)

② アウ トの時機
アウ トの成立する時機 は、審判員が宣告 したときではな くて、ア
ウトの事実が生 じたときである。第ニアウ トがフォースアウ ト以外
のアウ トで、そのアウ トにいたるプレイ中に走者が本塁に達すると
きなどのように、状況によっては速やかにアウ トを宣告 しなければ
ならない。

(規 則4.09(→

注
【

1】 )

③ 最終回裏の決勝点
正式試合の最終回の裏かまたは延長回の裏に、規則7.07規 定のプ
レイで三塁走者に本塁が与えられて決勝点になる場合には、打者は
一塁に進む義務 はない。

(刃
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巳
貝14.09(b)、 7.07)

④ 二死、四球暴投、決勝点で打者―塁へ進まず
最終回裏、走者三塁、打者の四球

(フ

オアボール)目 が暴投また

は捕逸 となって決勝点が記録 されるとき、四球の打者が一塁へ進ま
なかつた場合 は、規則4.09(b)の ように球審が自ら打者のアウトを
宣告 して、得点を無効 にす ることはで きない。
打者が一塁に進まないまま、守備側が何 らの行為 もしないで、両
チームが本塁に整列すれば、四球の打者は一塁へ進んだものと記録
される。
打者 をアウ トにす るためには、両 チ ームが本塁に整列す る前 に守

備側がアピールすることが必要である。(規 則7.10(d)【 注2】 )
しか し、守備側がアピールしても、打者 は一塁への安全進塁権を与
えられているので、打者が気づいて一塁に到達すれば、アピールは
認められない。
守備側のアピールを認めて打者をアウ トにする場合は、
イ.打 者が一塁に進 もうとしない とき
口。打者が一塁に進 もうとしたが途中か ら引 き返 した とき
(規 則4.09(b)、

である。

7.10に )【 注2】 )

③ 正式試合 となる回数
審判員が試合 の途中で打 ち切 りを命 じた ときに正式試合 となる回
数 については、規則4。 10(C)に 規定 されてい るが、各種大会 などで
は、この規定 の適用 に関 して独 自の特別規則 を設ける ことがで きる。
大会 によつては、一定以上 の得点差、た とえば、 5回 10点 差、 7
回以降 7点 差な ど、得点差 によつて コール ドゲーム とし、正式試合
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とする特別規則もある。

(力

巳貝14。 10(C))

⑥ 次回の第一打者
たとえば二死、打者のボールカウン トlB‑2S後 の投球のとき
に、三塁走者が本盗を企てたが得点 とならないで攻守交代 になった
ような場合、次回の第一打者を明 らかにするため、球審は、打者が
三振でアウトになったのか、走者が触球されてアウ トになったのか
を明示 しなければな らな い。

⑦ 危険防止

(ラ

(ガ

電
貝16.01(b)、 6.05(n))

フプ レー禁止)ル ール

本規則の趣旨は、 フェアプレイの精神 に則 り、プレイヤーの安全
を確保するため、
攻撃側のプレイヤーが野手の落球を誘お うとして、
あるいは触塁 しようとして、意図的に野手に体当たりあるいは乱暴
に接触することを禁止するものである。

1.タ ッグプレイのとき、野手がボールを明らかに保持 している場
合、走者は

(た

とえ走路上であって も)野 手を避ける、あるいは

減速するなどして野手との接触を回避 しなければならない。審判
員は、

1)野 手 との接触が避けられた

2)走 者は野手の落球を誘おうとしていた
3)野 手の落球を誘うため乱暴に接触 した
と審判員が判断すれば、その行為は故意 とみなされ、たとえ
野手がその接触 によって落球 しても、走者にはアウトが宣告さ
れる。ただちにボールデッドとなり、すべての他の走者 は妨害
発生時に占有 していた塁に戻る。なお、走者の行為が極めて悪
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質な場合 は、走者 は試合か ら除かれる場合 もある。

2.フ ォースプレイの とき、次の場合 には、た とえ身体 の一部が塁
に向か っていた として も、走者 には妨害が宣告 される。

(1)走 者が、ベースパ スか ら外れて野手に向か って滑 った り、ま
たは走 つた りして野手 の守備 を妨げた場合 (接 触 したか どうか
を問わない)

走者は、まっす ぐベースに向かって滑 らなければならない、
《
つ まり走者の身体全体
走路

(足 、脚、腰および腕)が 塁間の走者の

(ベ ースパス)内 に留まることが必要である。ただし、走

者が、野手か ら離れる方向へ滑 った り、走 った りす ることが、
野手 との接触または野手のプレイの妨げになることを避けるた
めであれば、それは許される。
》

(2)走 者が体 を野手にぶつけた りして、野手の守備 を妨害 した場
合

(3)走 者 のスライデイングの足が、立 っている野手 の膝 よ り上 に
接触 した場合お よび走者 がスパ イクの刃 を立てて野手 に向かっ
てスライデイング した場合

(4)走 者が いずれかの足で野手 を払 うか、蹴 った場合
(5)た とえ野手が プレイを完成 させ るための送球 を企ててい な く
て も、走者がイ リー ガリー に野手 に向か つてス ライ ドした り、
接触 した場合
ペ ナルティ(1)〜 (5)‑1)無 死 または一死 の場合、妨害 した走
者 と、打者走者にアウ トが宣告 される。すでにアウ トになった
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走者が妨害 した場合 も、打者走者にアウ トが宣告 される。他の
走者は進塁で きない。 2)二 死の場合、妨害をした走者にアウ
トが宣告 され、
他の走者は進塁で きない。 3)走 者のスライデ イ
ングが極めて悪質な場合は、走者は試合か ら除かれる場合 もあ
る。

3.捕 手 または野手が、明 らかにボール を持たず に塁線上お よび累
上 に位置 して、走者 の走路 をふ さいだ場合 は、オブス トラクシ ョ
ンが厳格 に適用 される。
なお、捕手 または野手が、た とえボール を保持 していて も、故
意に足 を塁線上 または塁上 に置いた り、または脚 を横倒 しにす る
などして塁線上 または塁上 に置いた りして、走者 の走路 をふ さぐ
行為 は、大変危険な行為 であるか ら禁上す る。 同様 の行為 で送球
を待 つ ことも禁止する。この ような行為が繰 り返 された ら、その
選手は試合か ら除かれる場合 もある。
ペ ナルティ

:

捕手 または野手がボールを保持 していて、上記の行為で走者 の
走路 をふ さいだ場合、正規にタッグされればその走者はアウ トに
なるが、審判員は捕手 または野手に警告を発す る。走者が故意 ま
たは意図的に乱暴に捕手 または野手に接触 し、そのためた とえ捕
手 または野手が落球 して も、その走者にはアウ トが宣告 される。
ただちにボールデ ッ ドとな り、すべ ての他 の走者は妨害発生時に

占有していた塁に戻る。

(規 則7。 08(b))

③ 打者の背後にウエス トボールを投げる
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投手 が ス クイズ プ レイを防 ぐ目的 で、意識的 に打者 の背後 へ投
球 した り、捕手が意識的に打者 の背後 に飛 び出 した ところへ投球 し
た りす るような非 ス ポーツマ ン的な行為 に対 して も規則7.07を 適用
し、走者には本塁 を与 え、打者 は打撃妨害で一塁へ進 ませ る。
(力

巳貝17.07)

アピールの場所 と時期

⑨

守備側 チームは、ア ピールの原因 となつた塁 (空 過 またはリタッ
チの失敗)に 触球す るだけでな く、 ア ピールの原因でない塁に進 ん
でい る走者 の身体 に触球 して、走者 の違反 を指摘 して、審判員 の承
認 を求 める

(ア

ピール)こ とがで きる。 この場合、 ア ピールを受け

た審判員 は、そのア ピールの原因 となった塁の審判員に裁定 を一任
しなければな らない。
ア ピールは、ボールインプレイの ときに行 わなければならないの
で、ボールデ ッ ドの ときにア ピールが あ った場合 は、当該審判員 は

。
「 タイム中だ」ということとする。

(男

巳貝17.10)

ただ し、最終 回の裏 ボールデ ッ ド中に決勝点が記録 された場合、
または降雨等で試合が中断 され、そのまま試合が再開 されない場合、
ボールデ ッ ド中で もア ピールはで きるもの とす る。
⑩

ワイン ドア ップポジションの投手
ワイ ン ドアップポジシ ョンをとった右投手が三塁 (左 投手が一塁)
に踏み出 して送球す る こ とは、投球 に関連 した足 の動 きをして送球
した とみなされるか ら、ボー クとなる。
投手が投球 に関連す る動作 をして両手 を合 わせた後、再 び両 手 を
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ふ りかぶ ることは、投球 を中断 または変更 した もの とみなされる。
投球 に関連す る動作 を起 こ した ときは、投球 を完了 しなければなら
な い。

(渕

巳
貝18.01(a))

① 投球する手を回または唇 につける
規則8.02(a)(1)の ペナルティに代えて、審判員 はその都度警告 し
てボールを交換 させる。

(規 則8.02(a))

⑫ 投手の遅延行為
走者がいるとき、投手が投手板から軸足 をはず して、走者のいな
い塁に送球 した場合、または、投手板上からでも軸足を投手板か ら
はず しても、塁に入ろうとしていない野手に送球 した場合には、投
手 の遅延行為 とみ なす。

(力

巳月18.02 (C)、 8.05 (d)、 8.05 (h))
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高

校

野

球

別

特

規

則

高校野球特別規則 は、日本高等学校野球連盟ならびに各都道府県高
等学校野球連盟が主催する各種高等学校野球大会および国民体育大会
高等学校野球競技 に適用する。ただし、得点差 コール ドゲーム、引き
分け抽選制度など全国大会では採用 しない規則や、都道府県大会で採
用の可否を決める規則については文中にその旨付記 して適用する。
《 目

次 》

1.高 校野球 で使用で きるバ ッ ト

2.大 会試合毎 のユニ フォーム変更 について
3。

両耳付 きヘ ルメッ トの着用

4。

投手が一度ある守備位置 についた時

5.試 合 中に交代 して退いた選手のベース コーチ ヤー、伝令
6。

臨時の代走者

7.負 傷選手のベ ンチ入 りの取 り扱 い
8.オ ー ダー用紙 の取 り扱 い について

9.試 合到着遅れの選手に対す る取 り扱い
10.試 合開始前 の負傷 による選手変更 の特例
11.正 式試合 の成立
12.得 点差 コール ドゲーム
13.延 長回数
14.サ スペ ンデ ッ ドゲームは、高校野球 では適用 しない
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15。

変則 ダブルヘ ッダーの規制

16。

大会参加者資格規定 に抵触 した場合

17.バ ン トの定義
18.走 者が盗塁 を企てた とき、捕手 の送球 を打者が妨害 したか どうか
の判断
19。

捕手 の本塁上のプレイ

20.投 手 の投球する方の手
21.負 傷等 の応急処置 として、テー プなどの使用

22.投 手 のボー クペ ナルティの死球 の取 り扱 い
23.監 督 または コーチが、マ ウ ン ド上の投手 の もとへ行 く回数規制
24.タ イムの制限
25。

ハ ニ フスイングの リクエス ト

26.審 判員 に対 して規則適用上の疑義 を申 し出る場合

高 校

野

球 特

別

規

則

(各 項 目の文中および末尾に主な関連規則 の符号を記載)

1.高 校野球で使用で きるバ ットは次の通 りである。
(1)認 可の種類
① 木製バ ット
② 木片の接合バ ット
③ 竹の接合バ ット
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④ 金属製バ ット
ア)金 属製バ ットは製品安全協会のSGマ ーク
(右 図参照)が付けられているものとする。

イ)大会での使用は音響対策品に限る。
なお、音響対策品は、グリップ部上部の製造年月略号の次
に「 S」 表示 をしてある。ただし、平成13年 度秋季大会から
「 S」 に替 って新 たに「 N」
使用が制限される新基準品 は、
(ニ

ュースタンダー ドの略)を 表示 してある。

(2)色 彩
① 使用で きる木製の着色バ ットは以下の通 りとする。
ア)黒 色・ダークブラウン系 。赤褐色系および淡黄色系 とする。
イ)木 目を目視で きるものとす る。
ウ)拙 劣な塗装術 を用いていない ものとする。 (例 えばボール
に塗装が付着するなど)
「金属の地金の色 または木製バ ットに近い
② 金属製バ ットは、
色、もしくは黒色」 とする。
③

また、金属製バ ットのゴール ドとシルバーのツー トンカラー
の ものは認めず、どちらか一色 とする。

(3)そ の他の注意
① 鉄棒、バ ットリング、滑 り上めスプレーなどを、ベ ンチに持
ち込むことを禁止する。

´

② 金属製バ ットの表面 にへ こみ、 ヒビ割れや、グリップのゴム
や皮にゆるみ、破れがないか注意すること。
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(規 則1.10)

2.大 会試合毎のユニ フォーム変更 について
大会 で使用す るユニ フォームは、一大会一種類 とす る。
(例 えば校名表記が漢字 とローマ字 の 2種 類保有 しているなどの
(規 則 1.11)

場合 )

3.打 者、走者お よびベースコーチ、バ ットボーイ、ボールボーイは、
必ず両耳付 きヘルメッ ト (SGマ ークつ き)を 着用 しなければなら
ない 。

(力

巳貝11.16)

4.規 則3.03【 原注】前段のうち「同一イニングでは、投手が一度あ
る守備位置についたら、再び投手 となる以外他の守備位置に移るこ
とはで きない」は適用 しない。
規則適用上の解釈〕
〔
投手は同一イニ ングで三度目の投手に戻れば、それ以降は他の
守備位置につ く事 は出来ません。
高校野球特別規則で認めるのは、投手→野手→ さらに野手への
交代です。

投手→野手→投手 ―一一 規則3.03【 原注】適用
投手→野手→野手→投手 一一一 高校野球特別規則
投手→野手→野壬 一一一 高校野球特別規則
5。

試合 中に交代 して退 いた選手 で も、ベースコーチに出た り、伝令
(規 則3.03【 注】
)

となる ことがで きる。

6.試 合 中、攻撃側選手 に不慮 の事故な どが起 き、一時走者 を代 えな
い と試合 の中断が長引 くと審判員 が判断 した ときは、相手チ ームに
事情 を説明 し、臨時の代走者 を許可することがで きる。 この代走者
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は試合 に出場 してい る選手 に限 られ、チーム に指名権 はない。
・臨時代走 はその代走者がアウ トになるか、得点するか、 またはイ
ニ ングが終 了するまで継続す る。
・ 臨時代走者 に替 えて別の代走 を送 ることはで きる。 この場合、負
傷 した選手 に代走が起用 された ことにな り、負傷選手 は以後出場
で きない。

(1)打 者が死球 などで負傷 した場合
投手 と捕手 を除いた選手 の うち、打撃 を完了 した直後 の者 と
す る。

(2)塁 上の走者が負傷 した場合
投手 と捕手 を除いた選手の うち、その時の打者 を除 く打撃 を
完了 した直後の者 とする。
(参 考)臨 時代走者 の記録上 の取 り扱 いは、盗塁、得点、残塁 など

すべ て もとの走者 の記録 と扱 われる。

(規 則3.04【 原注】)

7.負 傷選手のベ ンチ入 りの取 り扱 い について
大会前 または大会 中の負傷 で試合 出場が不可能 となった選手 (例
えば手足 の骨折 な ど)の ベ ンチ入 りについて、
「医師の診断書 で試
合出場が不可能 となった選手 で も、試合 には出場 しない条件 でベ ン
チ入 りは認 めることとす るが、試合前後 のあい さつ をは じめ、伝令、
ベース コーチなど試合 にどの程度参画 させ るかは、当該選手 の負傷
の程度 を勘案 して大会本部が決定す る」 とす る。
8。

(規

則3.17)

オー ダー用紙 の取 り扱 い について
オー ダー用紙 の誤記 に関す る事例 の取 り扱 い を次の通 りとす る。
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(注 )登録選手 とは、当該大会 に選手登録 された選手 をい う。

オー ダー用紙 とは、当 日ベ ンチ入 りす る選手すべ てを記載 し
た もの。
ケース 1;試 合前 のオー ダー用紙交換時点で大会本部 の登録原簿
照合 によ り誤記 に気付 いた場合。
(処 置)出 場選手、控 え選手 を問 わず、氏名、背番号 の誤記 を

発見 した場合、注意 を与 えて書 き改めさせ、罰則 は適
用 しない。登録原簿以外 の選手が記載 されていて も同
様 の取 り扱 い とす る。
ケース 2;オ ー ダー用紙交換終了後、試合開始 までに誤記が判明
した場合。
(処 置)誤 記 に関す る訂正 は認 め られない。登録原簿通 り記載

された選手 しか出場 資格 はないが、チ ーム 自体 の没収
試合 とは しない。
ケース 3:試 合 中に誤記が判明 した場合。
(処 置 1)登録選手間の背番号 の付 け間違 い は、判明 した時点

で正 し く改めさせ、罰則 は適用 しない。
(処 置 2)登 録外選手が判明 した ときは、実際に試合 に出場す

る前 であれば、その選手 の出場 を差 し止め、チ ーム 自
体 の没収試合 とは しない。 (代 打 な どの通告 を本 部 で
原簿照合 して判明 した ときな ど)
(処 置 3)登 録外選手が試合 に出場、 これが プレイ後判明 した

ときは、
大会規定によ り試合中であれば没収試合 と し、
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試合後であればそのチームの勝利 を取 り消 し、相手チー
ムに勝利 を与 える。

(力

巳貝14.01)

9.試 合到着遅れの選手の取 り扱 い
何 かの事情 で当該選手だけが試合会場 に遅れて きた場合、あ くま
でプレイがかかるまでに会場 に到着 しなければ出場資格がない とし、
その取 り扱 い を次の通 りとす る。

>出 場選手 は大会規則 で定 め られた時刻 までに球場 に到着 しなけれ
ばならない。何かの理由で遅れて きた場合、大会本部がやむを得
ない と認 めた理 由がない限 り、試合開始 の挨拶 で両チ ームが整列
す るまでに到着 しなければ試合 に出場 をする ことがで きない。た
だ し、試合出場が認め られない選手 であ って もベ ンチに入 ること
は許 される。
10。

(ガ

巳貝14.01)

試合開始前 の負傷 による選手変更 の特例
メ ンバ ー交換 の後、試合開始前 の両チーム整列 までの間に、 メン

バー表 に記載 された選手が、突発事故 の発生 により上むを得ず先発
出場が不能 となった場合、
控 え選手 を交代出場 させ ることがで きる。
その場合、出場不能 となった交代選手 は試合 に出場 しなか つたこと
にな り、回復すれば以後 の試合 に出場する ことがで きる。
(渕

巳貝14.01)

11.審 判員が試合 の途中で打 ち切 りを命 じた ときに正式試合 となる回
数 の規貝14.10(C)に ついては、高校野球 では 5回 とあるのを 7回 と
読 み替 えて適用す る。
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12.得 点差 コール ドゲーム について
正式試合 となる コール ドゲームを採用す る場合 は、 5回 10点 、 7
回 7点 と統一す る。ただ し、選抜高等学校野球大会 ならびに全国高
等学校野球選手権大会では適用 しない。

(

(ガ

巳
貝14.10)

13.延 長回数について
選手 の健康管理 を考 え、延長戦 は15回 で打 ち切 り、後 日改 めて再
試合 を行 う。 また、春秋地区大会 ならびに同都道府県大会 では再試
合 とせず、
抽選 によって上位進出チーム を決定 で きる こととす るが、
その適用は主催連盟で採用 の可否 を決める。ただ し、引 き分け抽選
制度 は選抜高等学校野球大会ならびに全国高等学校野球選手権大会、
同地方大会 では適用 しない。
なお、国民体育大会 では 9回 打 ち切 り引 き分 け とし、抽選制度 を
適用する。
抽選 は、
引 き分け決定後、
通常通 リホームプレマ トを挟 んで両 チ ー
ムが向かい合 い、最後 に出場 していた 9人 が一歩前 に出て18人 全員
が球審 の用意 した封筒 を引 き、開封 しないでベ ンチサイ ド側 の審判
員 にそれぞれ手渡す。封筒は18通 用意 し、その内 1通 に丸印 を入れ
てお く。全員 の提 出が終わ った ところで審判員が開封 し、上位進出
チ ーム をコールする。
14。

4。

(ガ

巳
貝14。 10)

12の サスペ ンデ ッ ドゲームは、高校野球 では適用せず、両 チー

ムが完了 した最終均等 回の総得点 で コール ドゲームと してその試合
の勝敗 を決す る。
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変則 ダブルヘ ッダーの規制

15。

公式戦で、いわゆる準決勝 と決勝 を同 日に行 う変則 ダブルヘ ッダー
は原則 として開催 で きない。ただ し、天候 などによる順延 でやむを
得 ない場合 は除 く。なお、やむを得ず実施する場合 は、投手が登板
で きるイニ ング数 は両試合 を通 じて合計15イ ニ ングス以内 とする。

2試合 日も登板が予定 される投手 は第 1試 合後 のアイシ ングは じ
ないこ と。
16。

(力

冠
貝J4。 13)

チ ーム または選手が大会参加者資格規定 に触 れた ときは、それが

分 かつた時点で相手校 に勝利 を与 える。
なお、責任教師、監督が、大会参加 中の試合 に関す る不正行為 を
した ときは、同様 に相手校 に勝利 を与 える。

(1)大 会参加者資格規定に触れたチームが大会組み合わせ抽選会後
に判 明 した場合、失格 として相手校 を不戦勝 にする。

(2)大 会参加者資格規定に触れたチ ームが試合中に発見 された とき
は、ただちに試合 を没収 して相手校 に勝利 を与 える。

(3)大 会参加者資格規定に触れたチームが試合後に判明 したときはヽ
そのチームの勝利 を取 り消 し、最後 に試合 を行 ったチームに勝利
を与 え、それ以前 にさかのぼって再試合 は行 わない。
(刃

巳貝14.15)

17.バ ン トとは、バ ッ トをスイング しないで、内野 をゆる く転 がるよ
うに意識的にミー トした打球 である。自分 の好 む投球 を待 つために、
打者が意識的にファウルにす るような、いわゆる カッ ト打法"は 、
その ときの打者 の動作 (バ ッ トをス イ ングしたか否 か)に よ り、審
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判員 が バ ン トと判 断す る場合 もあ る。

(規 則 6.05(d))

18.6.06(C)走 者が盗塁を企てた とき、捕手の送球を打者が妨害 した
かどうかの判断は、打者が現実 に捕手の守備行為 を妨げたかどうか
によることを原則 とするが、高校野球では紛 らわしい動作 をしたと
きにも適用することがある。
19。

規則7.06(a)【 付記】(捕 手のブロック)の 適用について、高

校野球では捕手 は、『ボールを保持 しているときしか塁線上に位置
することはで きない』 こととする。
規則適用上の解釈〕
〔

(1)走 塁妨害を適用するのは、『あ くまで捕手のその行為がなけれ
ば当然本塁に到達できた』 と判断できる場合である。

(2)捕 手のその行為が走塁妨害にもかかわらず、瞬間的に「 アウ ト」
の コールをした場合でも、改めて「オブス トラクシ ヨン」の宣告
をしなおす。

(3)走 塁妨害適用外であつて もそのような行為があつた場合 は、試
合を停止 したうえ、捕手に対 して厳重 に注意すること。

(4)ボ ールを保持する前の捕手の立つ位置は次の通 りとする。
①

ホームベースの中央線 より右側 に立ち、ベースの左半分を走

者 に見えるようにす ること。
②

また、
捕手がホームベースより後方に位置するときでも、ホー
ムベースと三 。本間のラインが重なる三塁 よりの接点
点一―

b′

)か ら前方 に出て はい けない。
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(5)捕 球 してか らの動 き
ボール を保持 してい るときは、塁線上 に移動 してタッグをして
もよい。
20。

(ア

マチュア野球内規⑦参照)

投手が投球す る方 の手 を回または唇 につ けた場合、審判員 はただ

ちに「 タイム」 をか け警告す るとともに、そのボールを交換する こ
ととす る。
ただ し、投手が投 げ手 をロジ ンに触 れた後、粉 を掃 うために息 を
吹 きか けることは認 めない。
なお、寒い 日などの試合では、試合 開始前あ るい は試合途中か ら
で も、申し出があれば両チ ームの同意に よ り、審判員 は投手が手 に
息 を吹 きかける ことを認めることが あ る。
(規 則8.02(→

アマチ ュア野球内規 n)

21.高 校野球では、負傷等 の応急処置 として、テー プなどの使用 を認
める ことがある。 この場合、担当審判員 の許可 を得 た うえ、肌 の色
に近 い 目立たない ものを使用 し、特 に投手は、投球 に影響 を与 える
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(規

ものは使用 で きない。

則8.02(b》

22.8.05ペ ナルティの死球 の取 り扱 い については、臨時代走者

(高 校

野球特別規則 6)に 鑑み、次 の とお りとす る。
走者 2塁 、 3塁 、 2・ 3塁 、 1・ 3塁 時 に投 手 がボー クを して、
投球 が打者 の頭部に当たった場合、高校野球 ではボー クがなか った
もの とし、打者 (臨 時代走者 )を 一塁へ進 め、走者 は元の塁で試合
を再 開す る こととす る。
ただ し、正式試合 の最終回の裏、 または延長回の裏 で試合 を決す
るような場合 (走 者 3塁 、 2・ 3塁 、 1・ 3塁 )は 、投手 のボー ク
を適用する。

23.監 督 または コーチが、マ ウ ン ド上の投手の もとへ行 く回数 を規制
した規則 8.06は 、高校 野球 で は、試合 中監督 はグ ラウ ン ドヘ 出
ることがで きない と定 め られてい るので適用 しない。

24.試 合 の進行 をスムーズ にす るために、下記 の規則 を採用す る。
(1)守 備側 の伝令 によるタイムの制限
監督 の指示 を伝 える伝令 は、マ ウ ン ドに行ける回数 を一試合

①

に 3回 まで とす る。
注 )回 数 は球審 と控 え審判 で確認 し、球審 は伝令 のたびにベ ン
チの監督 とタイムの回数 を指差 し確認す る。都道府県大会 や
地区大会で控 え審判が い ない場合 は、球審 と守備 についてい
る4mlの 塁審 (一 塁側が守備 についてい る場合 は一塁塁審、三
塁側が守備 についてい る場合 は三塁塁審)が確認す る。
②

延長に入 った場合 は、それ以前の回数に関係 な く、1イ ニ ン
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グにつ き1回 だけマウン ドに行 くことが許される。
③

この場合の伝令がマウン ドに行 くとは、ファウルラインを越
えたかどうかを基準 とする。

④ 伝令は、審判員が タイム"を 宣告 してから30秒 以内とする。
注)計 時は控え審判が行い、球審に知 らせることとす る。
都道府県大会や地 区大会で控え審判がいない場合 は、守備
についている側の塁審が計時する。
⑤ 内野手

(捕 手を含む)が 2人 以上マ ウン ドに行 った場合 は、

1回 にカウントする。
注)野 手がマウン ドに集まることについては、各塁 と投手板の
間の中間距離を目安 とし、それを越えた場合は、 1回 として
カウン トする。この場合 も、球審は守備側のベンチに向かっ
て指でその伝令回数を知 らせる。
③ 投手交代の際に野手がマウン ドヘ集まることや、この時に伝
令がマウン ドに行 って もタイムの回数にカウン トしない。ただ
し、野手が定位置に戻 り、投球練習が終了しようとする時に伝
令がマウン ドに行 った場合 は、回数 としてカウン トす る。
⑦ 投手が塁や本塁のカバー リングをした後、内野手の うち 2人
が投手に近寄 リマウン ド周辺までついて行 く場合、 よどみなく
自然の流れの中での動きと審判員が認めたときは、タイムの回
数 とは数えない。 しか し、立ち止まって作戦の打ち合 わせをし
ていると見なされるときは、タイムとしてカウン トする。

(2)攻 撃側の伝令によるタイムの制限
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① 打者お よび走者 に対す る伝令 は、一試合 につ き3回 を限度 と
して許される。
② 延長に入 つた場合 は、それ以前の回数に関係なく、 1イ ニ ン
グにつ き1回 だけ伝令を使 うことが許される。
③ 攻撃側に責任なく試合が中断

(例 えば選手の怪我や選手の交

代など)し た際の伝令は、回数 としてカウン トしない。
④ 伝令は、審判員が タイム"を 宣告 してから30秒 以内とする。
⑤ 回数の確認は、守備側の伝令 と同 じ方法で行 う。

(3)相 手側のタイム中に伝令を出す ことは認められるが、相手側の
タイムが終了 してもなお継続す る場合 はそのチームのタイムとし
てカウン トする。
また、打者をベ ンチに呼び戻す ことは禁止する。
(力

25。

巳
貝18.06)

打者がハーフスイングをし、球審が
規貝
19.02(C)【 原注】では、〈

ス トライクの宣告 をしなかった ときに、守備側 か ら塁審 のア ドバ イ
ス を求めるよう要請する ことがで きる〉 となってい る。
ハー フスイ ングをリクエス トす る捕手 は、打者 を指差 し、日頭 で
「 ス イ ング」
「振 つた」 と球審 に要請す る こととす る。 したが って、
捕手が一塁や三塁 の塁審 に対 して直接指差 して リクエ ス トす る こと
はで きない。ただ し、監督 は、打者が振 つたか否 かについて、ベ ン
チ内か ら捕手 に指示す ることはで きるが、伝令 を使 うことは禁止す
る。
バ ン トは定義上 ス イ ングではない、 となつてい るが、高校野球で
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は、バ ン トの ときで もハー フスイ ングの ときと同 じく、球審 は塁審
にア ドバ イス を求 めることがで きることとす る。

26.審 判員 に対 して規則適用上 の疑義 を申 し出る場合 は、主将、伝令

(規

または当該選手に限る。

‑34‑

則9.021b))

規 則 上 注 意 す べ き事 項
投 手 に 関 す る 規 則】
【
1.正 しい投手板の踏み方 (8.011a)【 注

1】 )

ワイ ン ドアップポジシ ョン、セ ッ トポジシ ヨンを問わず、投手 は
その軸足 の全部 または一 部 を投手板 に触 れて置かなければな らな
い

。

投手が前記のように軸足を投手板 に触れていない場合、審判員 は
その投手に注意 をし、改めさせなければならない。

2.ワ インドアップポジションとセットポジションの違い
(8。

011a)【 注1】 )

ワイ ン ドアップポジシ ョンとセ ッ トポジシ ヨンの違 い は、 自由な
足 (軸 足 でない方 の足 )の 位置で決 まる。ワイ ン ドアップポ ジシ ョ
ンをとる投手 の 自由な足 は、投手板 に触 れて置 くか、投手板か ら離
して置 くときは、足全体 を投手板 の前縁 の延長線 よ り前に置 くこと
はで きない。
これに対 して、セ ッ トポジシ ヨンをとる投手 の 自由な足 は、足全

体 を投手板の前縁の延長線 より前に置かなければならない。

3.サ インを見る姿勢と順序

(8。

01)

(1)ワ イン ドアップやセッ トの姿勢で、捕手のサイ ンを見る場合、
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投手は軸足を正 しく投手板に触れ、ただちに投球動作、またはス
トレッチに入れる状態でサインを見なければならない。

(2)ワ イン ドアップポジションをとる投手は、先ず投手板 に軸足 を
つけ、次に両手でボールを保持するとい う順序を守らなければな
らない。

(3)セ ッ トポジシ ョンをとろ うとす る投手 がサイ ンを見 る場合 は、
両手 を離 し、片方 の手 は必ず下 におろ して身体 の横 につ けてい な
ければならない。

(4)サ イ ンを見 てい る途中に手などを動かす と、投球 またはセ ッ ト
ポジシ ョンヘ の動作 の開始 とみ なされボー クとなる。
また、サイ ンを見終えた後 も、そのまま一連 の動作 で投球動作
に入 るか、セ ッ トポジシ ョンの姿勢 をとらなければボー クとなる。

(5)打 者へ の投球 に関連す る動作 を起 こ したならば、中途で止めた
り、変更 した りしないでその投球 を完了 しなければならない。
したがって、投球動作 中に、故意に一時停止 した り、投球動作
をスムーズ に行 なわず、 ことさら段階 をつ け るモ ー シ ョンな ど、
してはいけない。

4.ワ イン ドア ップか ら投球する投手

(8。

01(a》

規則8.01(a)に 規定 されてい る姿勢 をとった投手 は、打者へ の投
球 に関連する動作 (ボ ディース イ ングやアームスイング)を 起 こ し
たならば、中途で止めた り、変更 した りしないで、その投球 を完了
しなけれ ばならない。
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打者 へ の投球 に関連す る動作 を しないで投手板 に位置 した投手
(い わゆるノー ワイ ン ドアップの投手)は 、その姿勢 か ら、

(1)そ の まま打者 に投球す る ことがで きる。
(2)軸 足 を投 手板 の後方へ はずす こともで きる。
(た だ し、投 手板 か ら軸足 を後方 にはず した投手は、必ず両

手 を身体 の両側 におろさなければならない。
)

原注2】 ③)
(8.01(→ 【

(3)走 者 をアウ トにしようとして自由な足 を正 しく踏み出して送
球することもできる。 しか し、 この姿勢から、セッ トポジショ

ンに移ることは禁止されている。

(8。 011a)【 原注2】 ③)

また、 この姿勢をとった投手が、投手板上から走者 をアウ ト
にしようとして塁に送球す る場合、投球 と同じ方向へ肩、腰、
足を動かせば、投球動作 とみなされるのでボークとなる。
たとえば、右投手の場合、三塁

(左 投手の場合 は一塁)方 向

に自由な足を踏みだして送球すればボークである。
アマチュア野球内規 10参 照〕
〔

5.セ ットポジションでの静止と投球

(8.01 1bl【

注3】 )

セッ トポジションをとる投手は、投手板を踏んだ後、投球す るま
でに

(1)必 ず ボール を両手で保持 した ことを明 らかに しなけれ ばなら
ない。

(2)投 球 に先立 って、いったんボールを身体 の前方 で保持 し、完
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全 に動作 を静止 しなければならない。

(3)そ の保持す る箇所 を移動 させてはならず、首以外 は,ど こ も動
か してはならない。 また、同一投手 は、一試合 を通 して、同 じ
位置 でボールを保持 しなければならない。

6.セ ッ トポジションから各塁への送球に関する制約

(8。

01(C》

投手が投手板上か ら各塁へ けん制球 を投 げる場合

(1)自 由な足 は、その送球 しようとす る塁の方向へ送球 に先立っ
て直接踏み出さなければならない。

(2)肩 、腰 ならびに 自由な足は、その送球 しようとする塁の方向
へ 直接向か わなければならない。

(3)軸 足 をい ったん投手板上で踏みかえたの ちに送球すればボー
‐

クである。

(4)送 球す る前 に、軸足 を折 った り、肩 を動 か した りして送球す
ればボー クである。

7.投 手板から軸足をはずすときの注意

(8.011b)【 注5】

注6】 )
【

ワイン ドアップポジションとセッ トポジションの区別なく、軸足
を投手板に触れてボールを両手で保持 した投手が、投手板から軸足
をはずす場合 は、必ずボールを両手で保持 したまま投手板の後縁線
の後方にはずさなければならない。前方 (本 塁側)や 側方

(一 塁側

や三塁側)に はず したときはボークである。
また、軸足 を投手板からはず した後は、必ず両手 を離 して身体の
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両側におろし、改めて軸足を投手板 に触れることから始めなければ
ならない。
投手が これに違反 したときは、いずれの場合 もボークである。

8.ク イックリターンピッチ

(2.64、

8。

05(0》

打者の虚をつ くことを意図した投球をい う。打者が打者席内でま
だ十分な構えをしていない ときに投球された場合、塁に走者がいれ
ばボークとな り、いなければボールである。
また、ランナーがいない ときでも、打者が打つ構 えをしていても、
この打者の虚をつ き通常の投球動作 を急に早めて投球 した場合 もこ
れに該当する。

9.偽 投について

(8.051b}← 》

偽投 とは、軸足 を正しく投手板 につけた投手が、二塁または三塁の
走者に対 して、自由な足を正しく踏み出してから両手を開いて実際に
投げようとする動作 をするか、腕 を振 つて送球する動作 をしたが実際
には送球 しなかったプレイをい う。 (一 塁への偽投 はボークである)
たとえば、走者―・三塁のとき三塁に向かって先ず自由な足を踏
みだし、腕を振 つて送球する動作 をした勢いで軸足が投手板からは
ずれた

(着 いた場所の如何を問わない)場 合 には、そのまま振 り向

いて一塁にけん制球を投げることもできるし、また、投げなくても
よい 。

これに対し、両手を開いて投げようとする動作をしたが実際には
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送球せず、引き続いて一塁にけん制球を投げる場合 は、軸足 を投手
板の後方にはずさなければならない。
また、三塁に偽投 した後、軸足 をはずさずに一塁に送球で きるの
は、一塁走者が二塁に向かって走 つているときだけに限られる。
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打 者 に 関 す る 規 則】
【
(注 )【

※

「ゼスチャーの統一」
】は、

に記載の項目番号

1.ス トライクゾーンとス トライク

(2.73、

2.74)

(1)ス トライ クゾ ー ン
① ス トライクゾー ンは、
打者の肩の上部とユニフォー
ム の ズ ボ ンの 上 部 との 中 型 書響̲̲̲

間点 に引 い た水 平 の ライ
ン を上 限 と し、ひ ざ頭 の
下部 の ライ ン を下 限 とす
る本塁上の空 間 をい う。

②

このス トライクゾー ン
は、打者が投球 を打 つ た
めの姿勢 で決定す るべ き
である。

③ 各打者の低めを決める
ひざは、右打者なら左 ひざ、左打者なら右 ひざ、投手 に向かう
方が基準 となる。

(2)ス トライク
打者が打たなかった投球の うち、ボールの一部分が上述のス ト
ライクゾー ンの どの部分でもインフライ トの状態で通過 したもの
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をい う。

2.打 者が打者席をはずしたときの扱い

(6.02(b》

(1)打 者 は、
投手がセ ットポジシ ョンに入るか、またはワイン ドアッ
プを始めた場合、勝手に打者席をはず した り、打撃姿勢をやめる
ことはで きない。
打者の行為に関係な く、投手が投球 した場合、球審はその投球
に対 して「 ボール」または「ス トライク」を宣告する。

(2)打 者が打者席から出た り、打撃姿勢 をやめたのにつ られて投手
が投球動作を中断 したときには、球審はただちに「タイム」を宣
告 し、投手 にはボークを科 さず、打者に注意をする。

3.イ ンフィール ドフライの適用 ●.40、

6.05(0》

(1)イ ンフィール ドフライによる打者アウ トの宣告は、内野手が普
通の守備行為をすれば容易 に捕球できるかどうかを判断基準 とす
べ きであ り、芝生やベースラインなどによつて適用範囲を決める
べ きではない。 したがって、内野近 くで守備する外野手が飛球を
処理 しようとする場合でも、通常、内野手 によって容易 に捕球さ
れると審判員

「イ ンフィール
(原 則 として球審)が 判断すれば、

ドフライ」を宣告する。
また、打球がベースライ ンの近 くに上がった場合には、
「イン

フイール ドフライ・イフ・フェァ」を宣告する。

※4】
【

(2)「 インフィール ドフライ」を宣告した打球を野手が故意に落と

‑42‑

して も故意落球 とはせず、 イ ンフ ィール ドフライの規則 を優先 さ
せ る。 したが って、打者はアウ トとなるがボールインプレイであ
る。

4.故 意落球の適用

(6.05(:》

故意落球 の宣告 は、グラブ と両手の手首か ら先 の片手 または両手
が飛球 またはライナー に触 れて落 とした場合 に適用す る。
したが って、腕や胸 などに当てて落 とした場合 には適用 しない。
故意落球が宣告 された場合 は、ボールデ ッ ドで あ り、他 の走者 の

※6】
【

進塁 は認 め られ ない 。

5.反則打球 による打者アウ ト (6.06{a》
打者が、片足 または両足 を完全 に打者席 の外 に置 い てバ ッ トに
ボールを当てた場合 は、反則行為 により「 アウ ト」 を宣告す る。
ただ し、打者が跳 び上がった り、片足 が宙に浮 いた状態で投球 を
打 った場合 は、 この規則 を適用 しない。
なお、打者席 のラインは打者席 に含 まれる。
また、 この規則 は、投球がバ ッ トに触 れた

(フ

ェア、フアウルを

問わない)と きにだけ適用 し、バ ッ トに投球が触 れなか った場合 は
適用せず に通常 の空振 りとして カウ ン トす る。

6。

捕手 の送球行為 を打者が妨害 したときの扱 い (6.06← 》

(1)走 者が盗塁 を企てた とき、捕手 の送球 を打者が妨害 したか否か
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については、次の点に注意 して判定する。
① 捕手が通常の送球行為をしなければ、
妨害の対象 とはしない。
② 妨害は、打者が現実に捕手の送球動作 を妨げたかどうかによ
ることを原則 とするが、高校野球ではまぎらわしい動作をした
ときにも適用することがある。
高校野球特別規則 18参 照〕
〔

(2)打 者に妨害行為があって も、
走者を現実にアウ トにしたときは、
そのアウ トを生か し、打者には妨害行為 と関係なく打撃を継続さ
せる。ただし、 この場合でも、球審は打者に対 し妨害行為につい
て厳 しく注意をす ることとする。

(3)捕 手が打者の妨害にもかかわらず、送球をし
①

アウ トの機会 はあったが、野手の不手際で走者を生か した場

合、走者が現実にアウ トになっていないから、打者をアウ トに
し、他の走者は妨害が発生 したときに占有 していた塁にとどめ

※7】
【

る。

② 捕手からの送球によってランダウンプレイが始まろうとした
ら、審判員はただちに「 タイム」を宣告 して、打者を妨害によ
るアウ トとし、走者を元の塁に戻す。

7.ヒ ットパイビッチ

(死 球)宣 告の条件 (6.00(b》

ス トライクゾー ンを通過する投球に触れた場合 は、打者が投球を
避けようとしたか否かに関係なく、すべて「ス トライク」を宣告する。
ス トライクゾーンの外で触れた場合でも、安全対策のエルボーガー
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ドを突 き出した りして投球に触 れた場合 は、
「 ボール」 を宣告 しな
ければならない。
投球 を避けようとす る体勢であつたか、避けることが出来なかっ
た投球または打撃姿勢であったかは、球審が落ち着いて判断しなけ
ればならない。

8.打 撃妨害 と選択権

(6.08(C》

(1)捕 手の打撃妨害にもかかわらず、プレイが続け られ、打者お よ
び各走者が一つ先の塁に達 していない場合 は、プレイが一段落す
るのを待 って「タイム」 をコール、打撃妨害によるペナルテイー
を適用 し処置 を行う。その後、攻撃側チームからブレイを選択す
るかどうかの申し出を待つ。主将 または伝令者から「プレイを選
択す る」旨の申 し出があった場合 には、そのプレイを認める。し
かし、申し出がなかった場合は、打撃妨害 によるペナルテイーを
適用 して試合を再開する。
※ 打撃妨害にもかかわらず、続け られたプレイと打撃妨害によ
るペナルテイー との二つの場面が見られることで、攻撃側チー
ムが どちらを選択すれば良いのか、判断 しやす くなる。
(例 )一 死走者三塁で打者が捕手に妨げられながら、セカンドゴ

ロを打って一塁でアウ トとなった。その間に三塁走者 は本塁
を駆け抜け得点した。選択権が発生 しているため、ただちに
「 タイム」 をコールし、打撃妨害 によるペナルテイーを適用、
得点 した三塁走者 を元の塁へ戻 し、打者 には一塁を与える処
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置を行 い、攻 撃側チ ームか らの選択 を待 つ。
主将 または伝令者か ら「 プレイを選択する」旨の 申 し出が
あ つた場合 には、プレイを認 め、打者 をアウ トとし三塁走者
の得 点 を認 め、二 死走者 な しで試合 を再 開す る。 しか し、
「プレイを選択する」 旨の 申 し出がなかった場合 は、 この ま
ま打撃妨害によるペ ナルティー を適用、一死一 。三塁で試合

※3】
【

を再 開する。

(2)妨 害にもかかわらず打者が安打、失策、四死球などで一塁に達
し、かつ、他の全ての走者が少なくとも一個の塁を進んだときに
は、妨害とは関係なくプレイを続けさせる。

(3)打 撃妨害発生時の盗塁については 【
走者に関する規則】48頁 3
項 を参照。

9.本 塁周辺における出合い頭のプレイ (7.09(i)【 原注】
)

本塁周辺で、捕手が打球を処理 しようとしているときに、一塁に
向か う打者走者 と接触 した場合 は、守備妨害 も走塁妨害 もなかった
ものとみなし、ボールインプレイである。
この特例 は、捕手 と打者走者の本塁周辺における出合い頭のプレ

※24】
【

イに限 られる。

10.打 者走者の走路 (2.44(→ 【
原注】【
注】
、6.05(k》
打者走者は本塁一塁間の後半を走るにさい して、スリーフットレー
ンの 中か レー ンを形づ くるライ ン上におか なければならない。 この
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走路 を外れて守備 を妨げた場合 は「イ ンター フェア」 を宣告 し、打
者走者 をアウ トにす る。
この場合、他 の走者 は投手 の投球当時 の 占有塁 に戻す。ただ し、
妨害発生以前 にブレイが介在 していれば、アウ ト、 セー フを問わず
そのプレイを生かす。その後、全 ての走者が妨害発生時 に占有 して
いた塁 にとどめる。
(例 )無 死満塁 で打者が内野 ゴロを打 ち、三塁走者が本塁 でアウ

トかセー フになつた後 、打者走者 が一塁へ の守備 を妨害 した
場合 は、本塁 でのアウ ト、セー フいず れの場合 も認 め、打者
走者 を妨害 でアウ トとす る。
また、各走者 は、妨害発生時の 占有塁に とどめる。
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走 者 に 関 す る規則】
【
(注 )【

※

「ゼスチャーの統一」
】は、

に記載 の項 目番号

1.二 走者が同一塁上にいる場合

(7.03)

(1)ボ ールイ ンプレイの状態 で、二人の走者 が 同一 の塁に触れてい
るとき、その塁 を占有する権利 は、前位 の走者 にある。 したがっ
て、後位 の走者 は触球 されればアウ トとなる。 ((b)項 適用 の場合
は除 く)

(2)打 者が走者 となったために進塁の義務が生 じ、二 人の走者が後
位 の走者が進むべ き塁に触れてい る場合 には、その塁 を占有する
権利 は後位 の走者 に与えられてい るので、前位の走者 は触球 され
るか、野手がボール を保持 してその走者 の進むべ き塁 に触れれ ば
アウ トになる。

※14】
【

2.捕 球後ベ ンチなどへ倒れ込んだ場合 の進塁
45.10(fk 6.051a)【

原注】
、7.04← 》

野手が飛球 を捕 らえた後、ベ ンチ またはス タン ドなどに倒れ込ん
だ場合、ボールデ ッ ドとな り、一個 の安全進塁権 を与 える。
ただ し、
野手がベ ンチ内に踏み込んで も倒れ込 まなかった場合 は、
ボール イ ンプレイである。

3.打 撃妨害発生時の盗塁

※18】
【

(7.04に )【 注】
)

打者が捕手またはその他の野手に打撃妨害されたときは、塁上の

‑48‑

各走者 を元の 占有塁 に戻す のが原則 であるが、盗塁行為 のあった走
者 だけは次塁へ の進塁 を認 める。
ただ し、後位の走者 に盗塁行為 があ って も、前位 の走者 に盗塁行
為 がなければ進塁は認めない。

4.走 者の安全進塁の基準

t7.051g)輌 》

悪送球 により安全進塁 を認 める場合 は、次の点に注意 しなければ
ならない。

(1)打 球 を処理 した直後 の内野手 の最初 のプレイに基 づ く悪送球
の場合 は、投手 の投球当時の各走者 の位置 を基準 として二個 の
塁 を与える。
(2)(1)の 場合 であ って も、打者 を含 む各走者が少な くとも一個 の

塁 を進んでいた場合 には、その悪送球が内野手 の手 を離れた と
きの各走者 の位置 を基準 として二個 の塁 を与 える。

(3)そ の他 の送球 の場合

(外 野手か らの送球 も含 む)は 、悪送球

が野手 の手 を離 れた ときの各走者 の位置 を基準 として二個 の塁
を与 える。

(4)投 手 の投球 または投手板か らの送球が、ス タン ドやベ ンチに
入 った り、バ ックネ ッ トを抜 けた場合 はこ側2進尋 を認める。
ただ し、捕手や野手 を通過 した後、 さらに捕手 または野手 に触
れてボールデ ッ ドとなるところへ入 つた場合 は、投手 の投球 ま
たは送球当時の各走者 の位置 を基準 として二側 の塁 を与 える。
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5.走 塁妨害

(2.51、

7.06(→

(b》

走塁妨害 とは、野手がボールを持たない ときか、あるいはボール
を処理す る行為 をしていない ときに、走者お よび打者走者 の走塁
(帰 塁の場合 も含 む)を 妨げる行為である。

(1)a項 は、走塁を妨げられた走者に対 してプレイが行われていた
場合、または打者走者が一塁に触れる前にその走塁を妨げ られた
場合 に適用する。
① 「 タイム」を宣告 し、ボールデッドとする。妨害 した野手を
指差 し「オブス トラクション」をコールする。
② 妨害された走者には、最低一個の進塁を認める。
③ 妨害された走者に進塁を認めたために、押 し出される前位の
走者にも、安全進塁権 を与える。
④ 妨害発生以前に行われていたプレイ

(例 えば、ボールデッド

となる場所へ入 った悪送球など)は 、審判員が各走者の進塁を
決めるときの判 断 に加味 しなければならない。

※9】
【

(2)b項 は、走者に直接プレイが行われていない ときに走塁を妨害
された場合に適用する。
① 審判員が「オブス トラクシ ヨン」を宣告

(シ

グナル)し ても、

プレイは停止するまで続け られる。
② 審判員は、一連のプレイが停止 した後、
「 タイム」 を宣告 し、
妨害がなければその走者が どこの塁まで達 し得たかを協議 して
決める

(後 位 の走者 も含 む)。

を許す とは限らない。
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この場合、必ず しも一個 の進塁

③ 走塁を妨げられた走者が、審判員の判断によつて与えられる
塁よりも余分 に進んだ場合は、安全進塁権 はな くなり、タッグ
※9】
【

されればアウトとなる。

6.捕 手の走塁妨害

)〔 高校野球特別規則 193
(7.061a)【 付記】

(1)捕 手はボールを持たないで、得点 しようとしている走者の進路
をふ さぐ権利 はない。塁線 は走者の走路である。

(2)規 則書では、捕手が塁線上 に位置することができる場合 につい
て具体的に記されているが、高校野球では、アンフェアーで危険
「捕手 はボールを保持 している
なプ レイを防止す るために、

(ま

さに走者に触球 しようとしている)と きしか塁線上に位置す るこ
とはできない」 と高校野球特別規則で定めている。

7.ス クイズブ レイ等でポール を持 たない捕手 が本塁上に出た場合
(7.07、

7.08(g))

(1)投 手が投球 した場合
①

三塁走者 がスクイズプレイまたはホームスチールで得点 しよ
うとした ときに、捕手が ボールを持 たないで本塁 の上 、または
その前方 に出た場合は、打者が打 とうとしたか否 か、打者席内
にいたか否かに関係な く、捕手 の打撃妨害 とボー クを同時に適
用す る。
この場合、すべ ての走者はボー クに よつて盗塁行為 の有無 に
関係 な く一個 の塁 を進める。
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② 規則7.07は 、投手の投球が正規、不正規にかかわらず適用さ
れる。

(2)投 手が投手板 を正規にはず して本塁へ送球 した場合
投手 の送球 は正規 の ものであ り、捕手が この送球 をホームベー
スの前方に出て捕 らえて も何 らペ ナルテ ィーはない。
したがつて、打者が この送球 を打 てば守備妨害 とな り、その守
備 の対象 となる三塁走者はアウ トとなる。 この場合、打者 のボー
ル、ス トライクをカウ ン トしない。

8.ラ インアウ ト (7.08(a)(1))
野手が タッグ しようとした ときに、走者が これを避 けようと、走
者 のベースパ ス (走 路)か ら 3フ イー ト以上 離 れて走 った場合 は、
その走者 に「 アウ ト」 を宣告する。
また、 タッグを避けようとしたときは、その走者 の位置 と、その
走者が向かっている塁 とを結 ぶ直線 の内外 3フ イー トまでを走路 と
して認 める。
この規則 を適用するのは、あ くまで も野手 のタッグを しようとす
る行為があった ときだけでぁる。
ただ し、走者が打球 を処理 しようとす る野手 を避 けるために前記

のベースパスを離れても、この規則は適用しない。

9

※15】
【

走者 の進塁権放 棄 によるアウ トの適用
(7.081a)【 原注】【
注3】 )

一塁 に触れてすでに走者 となったプレイヤーが、ベースパス を離
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れたため走塁す る意思 を放棄 した とみな した場合 は、その走者 に対
して「 アウ ト」 を宣告す る。なお、アウ トを宣告 を した場合 で も、
他 の走者 はボールインプレイである。
ただ し、た とえば満塁 で決勝安打 がでたような場面 で、一塁 また
は二塁 の走者が次塁へ の進塁 を果たそ うとしない ような とき、す な
わち フォースの状態 にあ る走者 に対 しては本規則 を適用 しない。
したが って、進塁 を果 たさなか つた塁か、その走者 にタッグ しな
ければアウ トの宣告 はで きない。

10.打 球 を処理す る野手 に対す る守備妨害
(7.08{J【

原注

1】

注
【

1】 )

フェアボールとファウルボールの区別なく、走者が打球 を処理 し
ようとしている野手の妨げになったと審判員が判断 した場合、それ
が故意であつたか、なかったかの区別なくその走者 をアウトとす る。
守備妨害の対象 となる 打球 の処理"と は、野手が、打球に対
して守備 しはじめてから打球 をつかんで送球 し終わるまでの行為を
い う。

11.走 者が打球に触れた場合 (7.08{fk 7.09(k)、

(1)内 野手

5。

09(f》

(投 手 を含 む)に 触れていないか、内野手を通過 してい

ないフェアボールに、走者が フエア地域で触れた場合 は守備妨害
でアウ トになる。 この場合 は、ボールデ ッドとな り、打者が走者
となったために次塁へ進塁を許 された走者以外 は、得点すること
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も進塁する こともで きない。

(2)走 者 がフェアボールに触 れて もアウ トにならない場合がある。
① いったん内野手

(投 手を含む)に 触れたフェアボールに触れ

た場合。
② 一内野手

(投 手を除 く)に 触れないで、その股間または側方

を通過 した打球 にす ぐその後方で触れても、 この打球に対 して
他のいずれの内野手も守備する機会がない と審判員が判断した
場合。いずれの場合 も、ボールインプレイである。
(3)イ ンフィール ドフライと宣告された打球に触れた場合。
① 走者が塁を離れている場合、打者・走者 ともアウ トになる。
② 走者が塁についている場合、打者だけがアウ トになる。いず
れの場合 も、ボールデッ ドである。

12.追 い越 し (7.08輛 》
後位の走者が、前位の走者を追い越 した場合 は、後位の走者をア
ウ トとする。
また、逆走の際に走者の位置が入れ替わった場合 も、つねに後位
の走者がアウ トとなる。
なお、この規則は、安全進塁を認められた走者がボールデッ ド中
に前位の走者 を追い越 した場合にも適用する。 (例 。本塁打のとき

※19】
【

等)
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13.・

塁を空過 した走者の触れ直 し (7.10(Ы 【
付記】
)

(1)塁 を空過 した走者は、ボールインプレイ、ボールデッ ドを問わ
ず、後位の走者が本塁に到達すれば、空過 した塁への触れ直 しは
で きない。

(2)ボ ールデ ッ ドの ときは、空過 した塁 の次 の塁 に達す れば、空過
した塁 に触 れ直す ことはで きない。

(3)本 塁 を空過 した走者は、ボールデ ッ ドの とき、投手がボール を
持 ち正規 に投手板 につ けば、それ以後本塁 に触 れ直す ことはで き
ない。
は)飛 球 が捕 らえられたために、元 にい た塁 に帰 らなければならな
くなった走者 は、その後 のプレイ (悪 送球 など)で 安全進塁権 を
与 え られた時 で もリタッチ を果た さなけれ ばな らない。 この際、
ボールデッ ド中にリタッチを果たす ことはで きるが、次塁 に達 し
た ら塁 の踏み直 しはで きない。
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(7.05(i)【 原注2】 )

ア ピ ー ル プ レ イ】
【
1.定 義

(2.02)

ア ピールとは、守備側チームが攻撃側 チ ームの規則 に反 した行為
を指摘 して、審判員 に対 してアウ トを主張 し、その承認 を求める行
為 である。

2.ア ピールプ レイ

(7.10)

次 の各項 の場合、ア ピールがあれば走者 をアウ トとす る。

(1)飛 球が捕 らえられた後、走者が再度 の触塁

(リ

タッチ)を 果

たさなかった とき。

(2)ボ ールイ ンプレイの とき、走者が進塁 または逆走 に際 して各
塁 に触れそ こねた とき。

(3)走 者が一塁 をオーバー ラ ンまたはオーバ ース ライ ドした後、
直ちに帰塁 しなかった とき。

(4)走 者が本塁 に触れず、しか も本塁 に触れ直そ うとしない とき。

3.ア ピ…ルの方法
(7.10【 原注】 【
注 1】 、アマチ ュア野球内規 9)

(1)ア ピールは、言 葉で表現 されるか、審判員 にア ピール とわかる
動作 によって、その意図が明 らかにされなければならない。

(2)ア ピールは、その走者 の身体 またはその原因 となった塁 に触球
して行わなけれ ばならない。
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(3)ア ピールは、ボール イ ンプレイの ときに行 わなければならない。
ただ し、ボールデ ッ ドのままで試合終了 となる場合 (た とえば
悪送球や本塁打 による得点がサ ヨナラ決勝点 となるような とき)
は、試合停止中 とい えどもア ピールを受けつ け る。

(4)複 数の走者が通過 した場合 は、言葉 と動作 ではつ きりとどの走
者が塁 に触 れなかったのかを明示 してア ピール しなければならな
い。 この場合、通過 した走者 の数 までアピールを繰 り返 して行 う
ことがで きる。

(5)投 手板 に触 れてい る投手が、ア ピールす るためであれば、走者
のい ない塁に送球 して もボー クではない。投手 は、ア ピールプレ
イのために投手板 をはずす必要はない。
￨

4.ア ピール権の消滅時期

注1】
(7.10【 7.10原 注】【

注2】 )
【

プレイが行われた り次のような状況 となったときには、それ以後
のアピール権 は消滅す る。
(1)イ ニ ングの途中・…・。
投手が次打者へ次の一球 を投げるか、あ
るいは塁上の走者 に対 して送球 したとき。 (け ん制するマネは、
アピールの消滅 にならない)
また、投手がアピールしようと塁へ投げたボールが悪送球 と
なり、その悪送球を拾 った野手がアピールをしないで他のプレ
イをしたとき。

9)攻 守交代のとき。……守備側の投手および内野手がフェア地域
を離 れた とき。
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(3)試 合終了の とき……両 チームが本塁 に整列 した とき。
なお、投手がア ピールのため に塁へ送球 し、ボールデ ッ ドと
なる個所 に入 った とき、同一定者 に対 して、同一塁についての
ア ピール を再 び行 うことはで きない。
また、ア ピールする ときに投手が ボー クをした場合 は、それ
以後ア ピール権 は消滅す る。

5.第 ニアウ ト成立後 のアピール

(7.10)

第三アウ ト成立後、ほかに有利 なア ピールがあ り、審判員がその
ア ピール を認めた ときは、そのア ピールアウ トを第三アウ トに置 き
換 える。
この場合、三番 目のアウ トはいかなる形 のアウ トで もよいが、四
番 目のアウ トはア ピールアウ トに限る。

6.ア ピール でアウ トになった場合の他の走者への影響

(7.12)

無死 または一死 の とき、前位の走者がア ピールで アウ トになった
場合 で も、正 しく各塁 に触れた走者 の進塁 は認 め られる。
ただ し、前位の走者へ のアピールで第三アウ トが成立 した場合 に
は、後位 の走者が正規 に進塁 し、本塁に達 していて も得点 は認 め ら
れない。
また、第三 アウ トが フォース アウ トの形 となった ときは、すべ て
の走者 の得点 は認 め られない。
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7.審 判員としての注意事項
(1)ボ ールデ ッ ド中にア ピールが あ った ときは、 タイム中のアピー
ル を受けつ けない 旨を伝 える。ただ し、ボールデ ッ ドの ままで試
合終了 となる場合 は、高校野球特別規則 によリア ピールを受けつ
ける。
また、守備側がすでにボールを審判員 に手渡 してボールデ ッ ド
の状態になっている場合 も前項同様、両チームの整列 まではアピー
ルを受けつ ける。

(2)空 過 に対す るア ピールの場合 、複数の走者が通過 して どの走者
「 どの走者 か」と聴 くこと
が空過 したかを明示 しなか った ときは、
とす る。
「 アウ ト」
(3)ア ピールに対する審判員 のジヤッジとゼスチ ャーは、
か「 セー フ」かのいず れか とす る。

(4)審 判員 は、た とえ空過や早 い リタッチ等があ つて も、その後 の
立つ位置や動作 などで守備側チーム に暗示 を与 えるような ことが
あ ってはならない。
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卜 般 的 な 規 則】
1.投 手のグラブ

(1.15)

(1)投 手用 のグラブは縫い 日、 しめひも、網 を含 む全体 が一色 であ
ることが必要 で、 しか もその色 は、 自色、灰色以外 の ものでなけ
ればならない。 (171頁 参照)

(2)投 手 は、そのグラブの色 と異なった色 の ものをグラブにつ ける
ことはで きない。商標 につい ては、
「高校野球用具 の使用制限 に
ついて」 (171、 172頁 )な らびに規則 1.17参 照。

2.捕 球

(2.15)

(1)野 手が、イ ンフライ トの打球、投球 または送球 を、手 またはグ
ラブで しっか りと受け止め、かつそれを確実につかむ行為 であ っ
て、帽子、プロテクターあるい はユニホームのポケ ッ トまたは他
の部分 で受け止めて も 捕球"と はならない。

(2)ボ ール に触れると同時あるいはその直後 に、他 のプレイヤーや
フェンス と衝突 した り倒れた結果、落球 した場合 は 捕球"で は
ない。

(3)野 手がボール を受け とめた後、 これに続 く送球動作 に移 ってか
らボール を落 と した場合 は 捕球"と 判定する。
要するに、野手が確実 にボールをつかんだことが明 らかであれ
ば、 これを落 と した場合 で も 捕球"と 判定する。
た とえば、ダブルプレイの ときに ピボ ッ トマ ンがボールを落 と
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した場合、 ボールが そのプレイヤーの投 げ手 に移 り、送球 の動作
に入 っていた ことが明 らかなときには 捕球"と 判定す る。
しか し、ボールが投 げ手 に移 され ようとす る状態だ つた ときや、
投 げ手 に移ったばか りで、 まだ送球 の動作 に入 つてい ない状態 で
ボール を落 とした場合 には 捕球"と はみなさない。

3.第 ニアウ トと得点 『タイムブ レイ』 (4.09(a》
第三アウ トにいたるプレイ中に本塁 に進んだ (空 過 を含 む)走 者
は、次の各場合 を除いて、アウ トよりも早 く本塁 に到達 した場合 に
は得点が記録 される。

(1)打 者走者 が一塁 に触 れる前 にアウ トにされた とき。
(2)走 者が フォース アウ トにされた とき。
(3)前 位 の走者 が塁 に触 れ損ねてアウ トにされた とき。
ゼスチャーの統…8項 参照〕
〔

4.プ レイの再開

(5.11、

5。

09"》

(1)プ レイの再開は、ボールを手にした投手が正規に投手板 に位置
することと、球審が「プレイ」を宣告すること、の二つの条件が
そろわなければならない。

(2)ボ ールデッドになったあ と「 プレイ」を宣告するにあたり、投
手がボールを手に持 って投手板 に位置 したら、球審は他の塁審お
よび選手にわかるように、はつきりとしたゼスチヤーで「プレイ」
を宣告 しなけれ ばな らない 。
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(3)審 判員 は、投手が投手板 につ こうとしない ときには、すみやか
に投手板 につ くように指示する。

5.走 者が得点 しよ うとしたときの打者の反則および妨害行為
(6.06(a)、

7.08(g》

(1)正 規 の投球 を、打者が片足 または両足 を完全 に打者席 の外 に置
いて打 つた場合 は、打者 を反則行為 でアウ トとし、走者 は投球時
の 占有塁 に戻す。
ただ し、バ ッ トが投球 に触 れない場合 は、ボール またはス トラ
イクをカウン トする。

(2)三 塁走者がス ター トしたので、投手が投 手板 を正規 にはず し本
塁へ送球 した際に、打者 が これを打 つ などして、本塁 の守備 を妨
げた場合 は、三塁走者に対する守備妨害 として三塁走者 をアウ ト
にする。
この場合、他の走者は妨害発生 時 の 占有塁 に戻す。
また、二死 の ときはすべ て打者 をアウ トとする。

6.第 ニス トライクを宣告 されたが、 まだアウ トになっていない打者
走者 の扱 い (6.09(り 【
原注】
)
第三ス トライクと宣告 されただけで、 まだアウ トになっていない
打者が、気 がつかず に、一塁 に向かお うとしなか った場合、その打
者 は ホー ム プ レー トを囲む土 の部分 (ダ ー トサ ー クル)"を 出た
ら、ただ ちにアウ トが宣告 される。
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7.打 者の背後 にウエス トポールを投げる
(7.07ア マチュア野球内規8)
投手がスクイズプレイを防 ぐ目的で、意識的に打者の背後へ投球
したり、捕手が意識的に打者の背後へ とび出したところへ投球 した
りす るような非スポーツマン的な行為 は、危険防止の観点からも禁
ず る旨の通達が出されている。
規則上は7.07を 適用 し、
このようなプレイがもしも行 われた場合、
すべての走者は盗塁行為の有無に関係 なく、ボークによつて一個の
塁が与えられ、打者 は打撃妨害で一塁へ進 ませる。
(51頁 7項参照)

8.ア ウ トになつた打者、または走者、得点 した走者の妨害
(7.091e》

(1)ア ウ トになつたばか りの打者 または走者、あるいは得点 したば
か りの走者が、野手の行為 を妨げた場合は、その対象 によつて次
のようにペナルテイーを適用する。
① 二人または三人の走者があ り、 どの走者 に対する守備行為で
あつたかがわかつているときは、その走者 をアウ トとす る。
②

どの走者 に対する守備か、判定 しにくいときには本塁 に最 も
近い走者 をアウ トとする。

(2)前 記 によリー走者 に対 してアウトを宣告 したときは、ボールデッ
ドとなり、他の走者 は妨害発生の瞬間に占有 していた塁に帰 らせ
る。ただし、打者が走者 となつて一塁へ進んだために、走者 に一
塁を明け渡す義務が生 じた ときは、その走者 を二塁へ進ませる。
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大 会 運 営 上 の 留 意 事 項
これは、春・夏 の 甲子園における大会 で、大会本部や審判委員が常
に心掛 け、実施 してい ることが らです。
試合直前 にあれ これ と短時間で説明 して も、選手 に十分理解 されな
い場合があ ります。各都道府県大会 などにおいて も、下記 のことを
代
表者会議や抽選会 などで十分徹底 させ るように して下 さい。

大会前に〕
〔

1.控 え審判員 制度 を確立 し、試合 中、規則適用上の誤 りがないか、
ボールカ ウン トやアゥ トカウン トは正 しいか、 さらにはボールデ ッ
ド中か否か、 またタイムの回数確 認などにも十分注意する。

2.高 校野球の趣 旨を理解 し、規則 を守 り、ス ピーディーな試合 を展
開するため、代表者会議などで次のことが らを周知徹底する。

(1)ユ ニ フォームは正 しく着用する。
し)手 袋 の使用 は認める。
ただ し、走者が手袋 を手 に握 るだけの行為 は認めない。

(3)負 傷箇所防護 のためのテー ビングを認 める。
この場合、
使用するテー プは 目立たない肌 の色 に近 い もの と し、
当該選手が、担当審判員 に申 し出て許可 を得 ることとす る。

(4)使 用で きる木製 の着色バ ッ トは、 日本 アマチ ュア野球規則 委員
会運用基準 による もの とす る。
高校野球用具の使用制限について169頁 参照〕
〔
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(5)金 属製バ ットの使用 は、製品の安全基準合格 を示す 〈SGマ ー
ク〉付 き、および「 N」 印字のあるものに限る。
高校野球特別規則 1参 照〕
〔

(6)攻 守交代 は全力疾走で。
(7)攻 守交代時、先頭打者および次打者 とベースコーチはミーテイ
ングに参加せず速やかに所定の位置 につ く。

(8)前 の打者が打撃を完了すれば、速やかに打者席へ入る。
(9)打 者はみだ りに打者席か ら出てはならない。
(球 審は、打者がベ ンチからのサインを見るために打者席 をは
)
ずす ことのないよう指導する。

001 サインについては、複雑なものはなくし、速やかに出す よう監

督 に協力 を求める。
また、内野手から投手へのサインもできるだけ簡単に。
llD グラウン ドの選手へ指示するためタイムを要求 した場合、選手

をベ ンチに呼び寄せないで、伝令を使うこと。伝令 はスピーディー
高校野球特別規則24参 照〕
〔

に往復する。

02 投手が球審からボールを受けた り、打者が打者席 に入るときや
伝令者がファウルラインを超えるときの 礼"は 、試合開始のと
きにあいさつ をす ませているので不要である旨を徹底する。
C31 マナーの向上について

① 投手の準備投球時に打者や次打者が打者席付近に近づ き、球
種や タイミングを測る行為を止めさせる。
打者 にコー
捕手のサインを見て、
② 走者やベース コーチなどが、
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スや球種 を伝 える行為 は禁止す る。
もしこの ような疑 いがあるとき、審判員はタイム をかけ、当
該選手 と攻撃側ベ ンチに注意 をし、止め させ る。
ベ ンチ 内へ は、試合 に必要 な もの以外 の持込み は禁止す る。

③

試合 中ベ ンチ内での携帯電話、ラジオなどの使用 を禁止す る。

041相 手 を中傷するような野次 はやめる。

CD

ア ンフェアなプレイお よびラフプレイは絶対 に しない。
例えば、

① 手や足を高 く上げて野手に向かってのスライデイング。
② 打者走者が一塁への送球を妨害するために、ファウルライン
の内側やス リーフッ トレー ンの外側を走る行為。
③ 野手がベース を隠し、走路上に立って走塁を妨害する行為。
④ 走塁妨害 となるような捕手 の本塁上 のオブス トラクシ ョン
(い

わゆる捕手のブロック行為)な ど。

⑤ 盗塁を助けるため、捕手の送球直前のスイングや故意に打者
席から前に出る行為。
ヒットバ イビッチ

⑥

(死 球)を 得 るために、投球 コースから逃

げない打者の行為。 (投 球 を避ける動作のない もの)
a61 臨時代走については、高校野球特別規則の趣旨を理解徹底 させ

る。

高校野球特別規則6参 照〕
〔

Q71 グラウンドにつばを吐 くような行為をしない。

り 試合終了後、応援団へのあい さつはで きるだけ短 くすませ、速
やかに用具などをまとめ、 ゴミを残さず、ベ ンチ内を点検 してか
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ら退出する。
191 危険防止のため、次のことを徹底す る。

① 鉄棒、バ ットリング、滑 り上めスプレーは、ベ ンチに持ち込
んではならない。
② 打者・走者およびベース コーチは、必ず両耳付ヘルメットを
着用 しなければならない。
③ 次打者 は次打者席では、投手が投手板に位置したならば、低
い姿勢でプレイに注 目しなければならない。 (低 い姿勢 とは、
座る行為 も当てはまるが、投球を注視 して身体を屈め、打球が
自分のところに飛んできても、す ぐに避けることのできる姿勢
を意味する。
)
④ 捕手のヘルメットは、頭部が十分保護されているものを着用
す る。〈SGマ ーク)の シールが張 り付け られていることを確
認す る。また、捕手のスロー トガー ドと急所 カップの着用 を義
務づける。
⑤ 捕手が座 って投球 を受けるときは

(ブ ルペ ンも含む)、

必ず

捕手用具 を着用 しなければならない。
③ 投手は準備投球終了時に、捕手がセカン ドに送球するボール
に注視するようにさせる。
⑦ 試合前の内野 ノック時に、本塁ベース付近から並行 して内野
手の頭越 しに外野 ノックをすることを禁止する。
一塁または三塁後方のフアウルテリトリーからのみ とする。
③

グラウン ド内にいるボールボーイ、バ ットボーイは、必ず両
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耳付 ヘ ルメ ッ トを着用す る。

試合前 に〕
〔

1.試 合 をす る両チームは、試合開始前 の定め られた時刻 に、所定の
用紙 にオー ダー を記入 し、責任教師 と主将が大会本部に提 出する。
この とき、審判員が立ち会 い ジャンケ ンで攻守 を決める。

2.攻 守 を決めた後、い ま一度審判員か ら代表者会議などで注意 した
ことや、大会 ごとに設けたテーマ などの中か ら、特 に重 点的な項 目
を説明 し、各選手が必ず厳守するよう伝 える。

3.試 合前に担 当審判員は、両チームの金属製バ ッ トと打者用、捕手
用 のヘ ルメッ トを点検する。

(1)金 属製バ ッ トの点検は
①
②

〈SGマ ー ク)が付 けられてい る ことを確認す る。
高校野球の試合 は、新基準対応品を使用 しグリップ上部 の製

造年月記号 に付 された「 N」 印字 を確認する。
③

き裂、 ヒビ割れ、曲が り、ひずみなどがないかを目視、触感
で確 かめる。

④

先端、テーパ部、グリップ部分の異常 の有無な どを全般にわ
たつて確かめる。

(2)ヘ ルメ ッ トの点検 は き裂がないか、内側の緩衝材 は大文夫か を
確 かめる。金属製バ ッ ト、ヘ ルメ ッ トともに異常 のある ものを見
つ けた場合 は、試合 に使用 で きないことを責任教師に伝 え、大会
本部で預かる。なお、試合終了後 の返却時に、以後使用 してはな
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らないこ とを伝 える。

4.担 当審判員相互で、分担範囲やカバー リング、サイ ンなどの打 ち
合 わせ を必ず行 う。
5。

球審 と二塁塁審は、イ ンジケー ター を必ず携帯す る。

6。

選手交代が複雑 な場合 などに備 えて、本部へ の通告 を正確 にす る

ため、球審はメモ などの用意 をしてお くことが望 ましい。
選手交代 の通告 の順序 は、 まず退 く選手 を通告 し、次に新 たに入
る選手お よび守備位置の変更 のあ る選手 を通告す る。

試合中に〕
〔

1.審 判員はグラウン ド内にいる間、常にかけ足で行動する。

2.攻 守交代時の審判員の分担
(1)球 審は交代選手の通告などの任務がない限 り、次打者席付近 に
近づ き、速やかに守備位置へ向かうよう指導す るとともに、攻撃
側の先頭打者やベースコーチにも気 を配る。
「さ
(2)守 備 につ くベ ンチ側の塁審 は、 コーチスボックス付近で、
あ行 こう」など励 ましの声 をかけ、選手 を全力疾走で守備 につ く
よう指導する。ただし、極端 に追い立てることのないよう留意す
る。

(3)攻 撃 に移 るベ ンチ側の塁審 は、その間に投手板 を掃 くこととし、
ボールが投手板付近 に置かれてい るかについて も留意す る。

(4)特 に、一 。三塁塁審 は、ベース コーチに速やかに所定 の位置 に
つ くよう指導する。
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(プ

レイの流れの関係 で、一・ 三塁塁審 にこれ らがで きない場

合 には、二塁塁審がカバーす るよう心掛 ける。(2)(3)餡 )唄 共通)

3.フ

ァウルボール などの後、球審が新 しいボール を渡す ときは、で

きる限 り投手 に直接送球す る。

4.走 者 のヘ ルメ ッ トが脱 げた場合、審判員 は状況 によ り「 タイム」
をか け、
速やかに走者 またはベース コーチに拾 わせ る。ただ し、ボー
ルインプレイの ままで審判員が処理 した方が早 い と思われるときは、
塁上の走者 に十分注意 しなが ら適切 な処理 をす る。
また、エルボガー ドゃ レッグガー ドを装着 した打者が走者 となっ
た時 も、速やかに適切 な処理 をす る。

5.ベ ンチなどか ら高校生 らしくない野次や動作があった場合や、服
装が不適切 なとき (責 任教師、監督 を含 む)は 、攻守交代時に責任
教師に注意する。

6.ラ フプレイやマナーの悪 い行為があった ときは、その都度注意す
るとともに、場合 によっては、攻守交代時や試合終了後 に も責任教
師 (必 要に応 じて当該選手に も)に 注意する。

7.チ ームや観衆に理解 しに くい事態が発生 した ときは、担当審判員
が協議 して、当該チ ームヘ説明する とともに場内放送 を通 じて観衆
に も説 明 し、納得 させるようにする。
勝 頭 の「 トラブル防止について」参照〕
8。

頭部死球な どによる臨時代走適用 時の役割分担 について

(1)球 審 ……本部に臨時代走 を適用する旨の報告お よび代走者 を通
告する。 また、状況 によっては、医師等の処置、診断
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を仰 ぐ場合 もあ る。

……① 攻撃側 に位置する塁審は、そのベ ンチに行 き臨時
(2)塁 審。
代走者 を指名 して当該塁へ促す。
② 守備側 に位置する塁審は、そのベ ンチに行 き臨時
代走 を適用する旨監督に説明す る。
③ 二塁塁審は、臨時代走者の適用 をス コアボー ドで
確認するとともに、ただちに試合再開できるよう守
備側野手の行動 に留意する。

試合終了後に〕
〔

1.審 判員は、それぞれベ ンチ内を整頓 させた上、速やかにベ ンチを
出るよう指導 し、最後 まで見届けた上で退場する。
2。

今終わつた試合に関して、担当審判員は相互に位置、プレイなど

について必ず ミーテイングを行い、次の担当試合 に生かす よう心掛
ける。

3.試 合中に トラブルが発生 し、試合後 に報道関係者などから質問を
受けると予想 される場合には、グラウン ド退去後、ただちに担当審
判員全員

(必 要 により控え審判員 も加 わる)で 、事態 に対す る結論

と統一 した見解を取 りまとめる。
なお、説明を要する場合 は担当審判員の代表 1名 が行い、責任者
が必ず立ち会うこと。
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ゼ

ス

チ

ャ … の 統

一

アンパ イヤーは、節度のある大 きくてわか りやすいゼスチヤーを、
それぞれのプレイに応 じて示す ことが任務であることは、 ご承知のと
ころです。日常の試合でよく起 こるプレイの判定に際 して、選手諸君
は勿論、ス タン ドの観客の方々にも納得され、 しかもさわやかな印象
を与えるよう、十分な練習をして下さい。
文中『

』で示す 言葉の例示"は マス ター していただ きたい今

後の課題です。普段のイメージ トレーニ ングなどで回ずさみ、次第に
慣れてい くように取 り組んで下さい。

1.球 審がホームプレー トを掃 く場合、三塁に走者がいない ときは、
原則 として「 タイム」を宣告せずに、全体 の状況を見ながら手早 く
行 う。
三塁に走者がいる場合は、
「 タイム」を宣告 して掃 くこととする。
なお、アピールプレイが残 っている可能性のある場合などは、特
に状況をよく見て掃 く。
「 タイム」宣告のタイミングに留意する。

2.ハ ーフスイングで球審が塁審にア ドバイスを求める場合 は、塁審
にリクエス トであると分かるように、身体 を起こして一歩下が った
り、踏み込んだ りして一呼吸おきなが ら、右打者の時は一塁塁審、
左打者の時は三塁塁審を左手で指差す こととする。 FDid he go?』
また、塁審のシグナルは、ス トライクのときは右手を上げ『Yes,
he di倒 『Yes,swin劃 、ボールの ときは両手を水平 に開 き FNo,
he didn'』

・ FNo,l10 Swin劃 と発声する。
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それを受けて、球審はス トライクの場合 ス トライクのゼスチ ャー
をす る。
また、ス トライクで もボールで もカウン トコールをす る。
3。

打撃妨害が発生 した ときは、

(1)捕 手 を指差 して「 イ ンター フェア」 とコール し、プ レイの進行
を見極 める。

(2)プ レイが続け られ打者お よび走者 が一つ先 の塁 に達 してい ない
場合 は、プレイが一段落す るのを待 ってダイヤモ ン ド内に踏み込
み「 タイム」 をコールす る。

(3)捕 手 を指差 して「 イ ンター フェア」 FThaぜ s

interference』

と

宣告す る。

(4)打 撃妨害 によるペ ナルテイー を適用 し処置 を行 う。
(5)攻 撃側 チームに向かって頭上 で両手 を二 、三度合 わせ、打撃妨
害があ つたことを示す。

(6)主 将 または伝令者か らプレイの選択 の 申 し出を待 つ。
①

プレイの選択の 申 し出があ つた場合 ⇒ プレイが一段落 した
ときの場面 に戻 し試合 を再開す る。

②

プレイの選択の 申 し出がなか つた場合 ⇒ この まま打撃妨害
によるペ ナルテイーの処置 を行 つた状態 か ら試合 を再開す る。

(7)プ レイお よびペ ナルテイーの処置 をとった後、 または規則上妨
本部 にその状況 を報告す る。
害 と関係 な くプレイが続 いた場合 は、

4.イ ンフィール ドフライの状況 になつた場合、球審 は胸 に手 を当て
塁審 とサイ ンを交わす。宣告は原則 として球審が ダイヤモ ン ド内に
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進み、野手が普通の守備行為をすれば容易に捕球できると判断した
場合には、ただちにアウ トのゼスチャーで「インフィール ドフライ、
バ ッターアウ ト」の コールをする。また、打球がベースライン近 く
に上がった場合には、
「イ ンフイール ドフライ・ イフ・フェア」を
宣告する。 (走 者をかかえている塁審 も走者に対 して、
「インフィー
ル ドフライ、バ ッターアゥ ト」をコールする。また、球審が宣告を
忘れていると思われるときは塁審が宣告する。
)

5,ヒ ットバイビッチ (死 球)の 場合、まずボールデッドのゼスチ ャー
と同時に「 タイム」 とコール し、次いで「 ヒット・バ イ・ ビッチ」
を宣告する。ベースォンボールズ

(四 球)の 場合、進塁を促す動作

はしない。

6.故 意落球の場合、該当審判員が「タイム」を宣告する。引き続き
野手に向かってポイン トして
「故意落球」を宣告、
そ して打者に
「バ ッ
ターアウ ト」を宣告、続いて走者を元の占有塁に戻す。

7.打 者が捕手の送球行為を妨害 した場合
打者を指さして「 インターフェア」のコールをし、プレイの進行
を見極める。
捕手が、打者 に妨害されながらも送球をし、走者がアウ トになっ
た場合 は、打者の妨害はなかったものとしてブレイを継続 させる。
これに対 し、走者がアウ トにならなかった場合 はペナルテイーを
適用 し、球審はボールデッ ドのゼスチャー→打者に対 して「 アウ ト」
の宣告→走者 に対 して FRunner irst base』 など帰塁の指示、の
順で行 う。
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また、捕手の送球によってランダウンプレイが始まろうとしたと
きは、審判員はただちに「タイム」 を宣告する。
その後、球審は打者に対 して「アウ ト」を宣告 し、続いて走者の
帰塁の指示をする。

8.第 三アウ トの成立 と他の走者の本塁到達 とが重なった場合

[タ

イ

ムプレイ]

(1)第 三アウトの成立 よりも本塁到達の方が早かつた場合
① 球審 または本塁 をカバー した審判 は、走者 の本塁到達が早
「Score」 とコールする。
かった瞬間本塁 をポイン トして、
アピールプレイが残 つているか否かに関係なく、本塁に近づ

②

「That run s∞ res」 とコールする。
きホームプレー トを指差 し、
③ 本部 に向かって「Score that mn」 とコール し、人差 し指 を
掲げ得点が入つたことを明示する。
④

もし守備側がアピール し、そのアピールを認めれば本部に向
「No rLm SCOres」「No run scores」 とコー
かって両手を交差 し、
ル し訂正する。

(2)第 三アウトの成立の方が早 く得点ならなかつた場合
「No run scores」 「No run
本部 に向 か って 両 手 を交差 し、
scores」

とコール し明示する。

9.走 塁妨害が発生 した場合の宣告
(a項 の場合)両 手を大きく上げ「 タイム」 とコール した後、走
塁妨害が発生 した場所をポイン トし「 オブス トラクシ ヨン」 を宣告
『R― er
す る。続いて走者 に『You second base』 。
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third base』

・

陪 ou scOr』 など進塁を指示する。

(b項 の場合)妨 害 した野手 を指差 して「 オブス トラクシ ヨン」
をコール し、プレイが一段落するのを待 って、
「タイム」を宣告→
球審 と塁審で協議→走者の進塁または帰塁指示、の順で行 う。
捕手の走塁妨害が発生 した場合は、両手 を大 きく上げ「 タイム」

10。

とコール した後、走塁妨害が発生 した場所 をポイン トし「オブス ト
ラクション」を宣告 (a項 )し 、走者 に本塁への触塁を促す。
高校野球特別規則 19参 照〕
〔

11.フ ェア・ファゥルは、
「 フェア」のときは片手 を肩の線に合わせて
ポ イ ン トし

(ノ

ー ボ イス)、 「フ ァウル」の と きは両手 を肩 の

線 よ り高 く上げて「 ファウルまたはファウルボール」 と宣告する。

12.飛 球やライナーを「捕球」 した場合は、アウ トのゼスチ ャー と共
に「ザッッ・ ア 。キャッチ」のコールをする。また、直接捕球でな
い打球に対 しては両手を広げて「 ノーキャッチ」のコールをする。

13.走 者が守備を妨害 した場合 は、まず両手を大 きく上げ、
「 タイム」、
妨害 した走者をポイン トし
「ィンターフェアー」をコール。そして、
「走者 アウ ト」を宣告する。

14.同 一塁上の二走者に対 してタッグプレイが行 われた場合、各走者
に向かって「アウ ト」
「 セーフ」のゼスチ ャー とコールをす る。

15.走 者の「 ラインアウ ト」を宣告する場合は、まず走者に「 アウ ト」
の宣告をし「ラインアウト」のコールと、ラインアウトの場所をポ
イン トする。

16.空 過 した走者またはタッグァップに対 して、アピールがあったと
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きは、そのプレイを確認 した審判員

(カ

バー した審判員の場合 もあ

る)が 、ただちにその塁の方向に踏み込んで「アウ ト」または「セー
フ」のゼスチヤーをする。

17.打 球が試合停止 となるところに入 り、エンタイ トル 2ベ ースを宣
告す る場合は、右手を頭上前方に大 きく出して、二個の安全進塁を
シグナルし、その後、進塁させる塁を指さす。
野手が飛球 を捕 らえた後、ベ ンチな,ど に倒れ込んだ場合

18。

「 フライ
(1)野 手がベ ンチまたはス タン ドなどに倒れ込んだ場合、
「 タイム」をコール し、塁上に走者がいる
アウ ト」の宣告 に続 き、
場合 は、各走者 に一個の塁を与 える。
「 フラ
(2)野 手がベ ンチ内に踏み込 んでも倒れ込 まなかった場合、
イアウ ト」を宣告する。 このケースは、ボールインプレイである。
走者の追越 しが発生 した場合は、アウトを宣告する走者 (後位の

19。

走者)に 向かつてアウ トのゼスチヤー と「ザ ツツ・パ ツシング」を
コールす る。
20。

審判員が走塁中の走者 に、フアウルボールであることをア ドバイ

スす るのは、それがはつきりとしているときだけとす る。

21.塁 間のランダウンプレイにおいて、野手がボールを持たない手や
ボールのないグラブで走者にタツグした り、タツグしたが届かなかつ
た りしたような、いわゆる空 タッチの場合、審判員 は大 きな声 で
「ノータッグ」と発声す るとともに、両手 を横へ広げセーフと同じゼ
ベース近辺ではそのゼスチヤーはしない。
スチャーをする。ただし、
(注 )「 セーフ」は、走者が塁へ安全に到達 した場合 に占有権 を認
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める宣告であ り、塁間ではあ り得 ない。 したがって、 この場合
のゼスチ ャーは、 タッグのなか ったことを即座 に選手お よび他
の審判員、観客 に知 らしめ、かつ継続す るプレイに混乱 をきた
さない ようにするために例外的に行 うことに した ものである。

22.ボ ー クの宣告 は、「 ザ ッッ・ ア・ ボ ー ク」 と投 手 の方 を指 さす。
(球 審は声 だけの場合 もある)

その後、 ボー クの種類 によ り

(1)す ぐに両手 を上 げ「 タィム」 を宣告 して、走者 に進塁 を指示す
る場合。

(2)投 球、送球の成 り行 きを見届けてか ら、両手 を上 げて「 タィム」
を宣告 し打者お よび走者 に指示する場合。

(3)「 ボー ク」に関係 な くプレイを続けさせ る場合がある。
なお、
「 ボー ク」 の後、 ラ ンダウ ンプレイが始 まれば「 タイム」
をか けてプレイを止めボー クとしての処置 をとる。
『You secOnd basell・ 『Runner secon倒 。
『Runner scOre』
などの声 を出 して、腕 と指 で進塁方向を大 きく示す。

23.タ イミングはアゥ トであるが、野手がベース を離れたためにセー
フになった場合 は「 セー フ」 の コール に引 き続 き、野手が離れた方
向 に両手 を横 に「 オフ・ザ・バ ッグ」 のゼスチ ャー をす る。
24。

本塁周辺 にお ける出合 い頭 のプレイで、守備妨害 も走塁妨害 もな

かつた もの とみ な した場合、 ノーボイスで両手 を横 へ広げセー フと
同 じゼスチ ャー をす る。
(妨 害 とみなさなかったその他 のプレイに対 して も、選手、他の審
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判員、観衆 に知 らしめ、かつプレイを継続させる必要がある場合 は、
発声 をせず、両手を横に広げセーフと同 じゼスチヤーをする。例 ―
三塁盗塁の際、捕手の三塁送球が自然に構 えている打者に当たった
場合等)
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審判技術上の注意事項
高校野球の選手 は審判員に全幅の信頼 をおいてい ます。
われわれ審判員 は、 その信頼 に応 えるためにいかなるプレイに対 し
て も、常にベス トの距壁 と負 度 をと り、静止 してプレイを見 る状態 を
つ くる ことが、正確無比 な判定 につ なが ります。
また、審判員相互の連携は、 まずお互いが十分 に基本 を理解 して 自
分 の受け持 ち範囲に責任 をもち、 さらに、他 の塁へ のカバー を心掛 け
ることが大切です。
以下は、先輩諸氏やわれわれの経験か ら得た審判技術上の基本事項
です。 よ く内容 を理解 して、
完全 に身につ け るよう努力 して ください。

1.共 通事項
(1)「 プ レイ」の宣告…野手

(特 に外野手)は 定位置に戻っている

か、走者はそれぞれの占有塁に帰塁または進塁 したかを確認 し、
ボールを持 った投手が投手板に位置 したら、ただちに「プ レイ」
を宣告する。

(2)「 タイム」の宣告…プレイは止まっているか、ボールは何処に
あるのか、走者の位置は、アピールプレイはないかなどを確認 し
てから宣告する。
選手からの タイム"の 要求につ られないよう注意する。

(3)塁 審の構え…走者のいるときは低い姿勢で構える。ただし、首
を肩の線から落 とさない。走者のいない場合 は立ったままでもよ
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いが、常 にス ター トしやす い姿勢 をとる。

(4)タ ッグプ レイ、フォースプ レイの位置 …早 くか ら自分の入 る位
置 を決めない。ブ レイの流れに合 わせて変化す る。
ブレイを判定す るときは静止 して、プ レイに正対す る。走者 だ
けを追 うことの ない よう野手 (ボ ールのある ところ)に 気持ち を
残す。

(5)セ ッ ト

(ル

ック)の 姿勢 …顔が下向 きにな らない よう注意 し、

プレイ全体が見える体勢 をとる。
(動 作)… す ぐに振 り向いた り、 ボー

(6)ジ ャッジをした後 の体勢

正対 したままその後 の野手 (ボ ー
ルに背 を向けない ように注意 し、
ル)の 動 きを見なが ら次の行動 に移 る。
(71 ア ピール プ レイ… プレイを見た審判員が、ア ピール と同時 にそ

の塁 の方向 に踏み込み「アウ ト」か「セー フ」 を宣告する。

(8)位 置 の変化 …常 に走者、ボールお よび野手が 自分 の正面 に くる
よ うに位置 を変 える。特 に二塁塁審 が内野内に位置す るときは、
ボールに対 し常 に正対する こと。

(9)フ ァウル ライン上 の打球判定 …野手 になった気持 ちで打球 をよ
く見極 める。飛球の場合 には野手 を先行 させ、その後、 フアウル
ライ ンをまた ぎ判定す る。
l101

プレイの判定 で最 も大切 な ことは、静上 した状態 で判定す る こ

とであ る。

2.球 審 の基本動作
(1)用 具 の さばき方 … イ ンサイ ドプロテクター を使用 した場合、マ
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ス クは左 手 で取 る。
アウ トサイ ドプロテクター を使用 した場合、プロテクター を背
中 に、マス クを左 脇 に素早 く添 わせ る。

(2)内 野ライナーの判定 …原則 として球審が判定す る。野手の正面に
向かうことは避け側面から見ることができるようにスター トする。
なお、二塁塁審がダイアモンド内に位置 した場合 は、二塁手 と
遊撃手などへの打球を判定する。

(3)フ ァウルライン上の打球…速い打球の場合 は、 ファウルライン
が正面に くるように一塁線なら左側へ、三塁線なら右側へ、素早
く位置する。
二死走者三塁で、ファウルライン上の飛球に対 しては、一 。三
塁と本塁を結んだ延長線上後方に下が り、打球 と走者の触塁など
を確認する。

(4)捕 邪飛… まず捕手を先行 させる。その後捕手 と並行に移動 し、
捕手の正面か側面から捕球を確認する。
その後、捕手のプレイにも注意する。

(5)パ ットや捕手のマスク…走者の走塁や捕手のプレイの妨げにな
らないように注意 しながら取 り除 く。取 り除 くときにブレイから
目を離さない よう注意する。

(6)二 死後のアウ トと本塁へ到運 した走者

(タ

イムプレイ)¨・野手

のプレイと走者の本塁到達のどちらが早かつたかを通 して見える
位置で確認 し、本部へ得点か否かを明示する。
ゼスチャーの統‑8参 照〕
〔
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(7)打 者走者 の走路確認 …走者 な し 。走者一塁 の場合 は、内野 ゴロ
を打 つた打者走者 に追随 しなが ら一塁方向へ前進 し、走路 の確認
や悪送球等 の判定お よび一塁塁審 の補助的な動 きを心掛け る。

3.球 審 の投球判定
インサイドプロテクター〕
〔
(1)用 具
イ ンサイ ドプロテクター を装着 した場合 の必須 アイテムは
ス ロー トガー ドを装着 したマス ク (マ ス クは左手 で とる こと)

①

② 急所を守るカップ
レガース

③

(2)構 えの種類
スタイルは構え方 によって、4つ の手法があると言われている。
①

ボックススタンス 左右の足を靴幅 1足 ぐらい前後 して構え
る。 (ヒ ール・ トウ・ヒール・ トウ)

1.…

m

… °圏
.1.

1多

け∽

② スクエアスタンス 両足を平行にして構える。
③ ニーズ

片膝をついて構える。

④ シザース

片足を後ろに大きく引いて構える。

この4つ の構え方の中で、ニーズ、シザースは構えが低 くな
り過ぎることもあり、高校野球では基本的な構えである「ボッ
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クスス タンス」 または「 スクエ アスタンス」 を基本 の形 として
い る。

(3)構 え方 I(ポ ジンションの とり方)
① 打者と捕手の間に入って構える。
② ホームプレー トのインサイドの限界線に両目の中心を位置さ
せ る。
球審か ら見 て、右打者 の場合 はホーム プレー トの左側
左打者 の場合 はホームプレー トの右側
この 2つ の位置が、イ ンサイ ドプロテクター を使用 した場合

の基本の位置となり、この位置を「スロットポジション」 と呼
メド 。

これに対 し、アウ トサイ ドプロテクター を使用 した場合、ホー
ムベースの中心線 に身体 の中心 をもってい くが、 このような位
置 を「 セ ンターポジシ ョン」 とい う。

(4)ス タンスの とり方
①

(足 の位置)

ボ ックスス タンス
ア)ス ロ ッ ト側 の足

(ス

ロ ッ トフッ ト)を 投手の方向 にまっす

ぐ向 くよ う位置 させ る。 (外 角 の コーナーが見 えることが重
要 である。
)
イ)ス ロ ッ トフッ トのかか と延長線上 にフ リー フッ ト (自 由足 )
の先端 を位置 させ最大45度 の角度 で開いて置 く。
ウ)投 手板 に対 して頭 と肩が平行 になるよう調節 し、ボール を
真正面か ら受ける感 じで構 えなければならない。
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② スクエアスタンス
ア)ス ロット側の足の位置 を決める。 この位置で身体の中心が
インサイ ドの限界線にあるかをチェックする。
イ)投 手に正対 し、フリーフツトを平行に構える。

(5)構 え方 I(捕 手が極端な構えをとつた場合)
① 捕手が中腰で構えたために視界が遮られるような場合
ア)ス ロットポジシヨンで身体 を起 こす。
イ)さ らに見づ らい場合 は、投球時にステツプ移動す るなどし
て見る努力 をする。
② 捕手が極端にインサイ ドあるいはアウ トサイ ドに構えた場合
この場合 に限り、センターポジシ ヨンをとって も良い。
基本はあくまでインコースの限界線に両 目の中心を置くスロツ
トポジシ ョン。 この位置での構 え方が、高校野球では基本の形
になる。

(6)投 球判定の姿勢
① 足の位置 を決めるタイミング

(オ

ン・ザ・ ラバー)

投手が軸足を投手板につけ、捕手のサインを見たぐらいのタ
イミングで足の位置 を決める。
② 構 えるタイ ミング

(ゲ

ット・セツト)

捕手が移動 を終 え、投手が始動 を始めた とき構える。バ ッテ
リーの癖 を早い時期に把握することが重要である。
③ 捕手 との間隔
捕手 との間隔は、腕を直角 に曲げれば捕手 に触れる程度に接
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近 し、肩の力を抜いて構える。
④ 腕 と手の位置
ア)ス ロット側の腕はベル ト付近にもって行 く。もう一方の腕
はひざの上部あた りに軽 くそえてお く。
イ)両 腕を身体の前面に置き、肘を軽 く曲げ手は自然に下げる
か軽 く握る。
ア)・ イ)ど ちらを採用 しても良い。
⑤ 顔の高さ
球審の顎が捕手の頭 よりも上にあるような位置。 この高さが
最低の高さで、 これよ りも低 くならない ように注意する。
このようにス タンス をとり 〔
オンザラバー〕
、バ ッテリーの動
きに合わせて投球判定の姿勢をとる 〔
ゲットセ ット〕
。 この時、
構えが半身になった り、極端にのぞ き込むような姿勢にならな
いように注意する。
また、投球は捕手のミッ トに入るまで日で追い

(ト

ラッキ ン

グ)、 身体は静止 したまま 〔
グットセッ トの良い姿勢〕でいなけ
れば正 しい判定はできない。
重要なことは、試合開始から終了まで同じ姿勢をとれるよう
な、自分にあったリラックス した姿勢を作ることである。

(7)コ ールの仕方
① 「ボール」
構えた状態 〔
ゲットセッ ト〕で、捕手のミットにあるボール
を見て「ボール」 とコールする。この時の 目線 とコールは、イ
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ンサイ ドプロテクターを使 う球審の最重要課題である。
② 「ス トライク」
「ス トライク
身体 を起 こ し、投手に正対 して「ス トライク」
「ス トライクス リー」 とコールする。
ツー」
ス トライクの時の手の挙げ方は、肩の線 よ りも高 く挙げる。
アウ トサイ ドプロテクター〕
〔

(1)構 え…上体が前傾になりすぎない ように注意 し、前後、左右か
ら見て常 に安定 している感 じが必要。

(2)長 時間一定 した姿勢… リラツクス して、肩の力を抜 く。
(3)捕 手との間隔、プロテクターの持ち方…少なくともホームプレー
トの前縁線が見える高さを保ち捕手 に接近する。プロテクターを
身体 に引きつける。

(4)投 球判定姿勢に入るタイミング…投手および捕手の動作のリズ
ムに合わせる。早 くから構 えると、いざ判定 とい うときに上体が
動いた り、集中力が持続できず、正 しい判定ができない。

(5)ポ …ル、ス トライクの判定…一定 したリズムで構 えを作 り、ボー
ルを最後までよく見 ること。
常 にボールがス トライクゾーンを通過 したかを見極め、自分自
身で確信することが正確な判定につながる。

(6)コ ールとゼスチャ……コールとゼスチヤーに一体感があること
が、説得力のあるジャッジのポイン トである。
①

コール…発声に抑揚 をつけ、アクセントをはっきりとする。
コールのタイミングがバ ラバ ラにならない よう注意する。
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② ゼスチャー…シャープに、力強 く、大 きく、決め、が迫力あ
るジャッジの要素である。

4.フ ォースプレイ
(1)審 判員のとる位置
① 打球の方向によって角度をとる。そして送球する野手 とベー
スを結ぶ直線に直角の角度を原則 とする。
② 野手の捕球 と触塁、走者の触塁の 3点 が見える距離が基本の
位置。
③ 送球がそれた りしてプレイに変化が生 じた場合 には、次のプ
レイに即応できる位置をとる。
④ 内野内に入った二塁塁審は、ダブルプレイの場合、自分のと
ころに飛 んで きた打球に対 しては、すばや く身体 を左右に振っ
てかわす。
打球及び打球を捕った野手それぞれに正対 し、すべてのボー
ルが身体の正面で捕 らえられるよう心掛ける。
また、野手からの送球の軌道を開けてお くよう注意する。

(2)日 の追い方…野手からの送球動作を確認 し、送球 コースが想定
で きたら、視線を該当塁に移 し正対する。

(3)送 球のコースがそれた場合 …タッグプレイの見やすい方向ヘス
テツプする。また、野手が後逸 した場合は、走者の触塁 と次塁ヘ
の進塁行為の有無を見届けるとともに、野手の送球 コースを考慮
しながら位置をとる。
に)フ ォースプ レイにおける「アウ ト」の宣告…確実に捕球 してい
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るか、確認する。
「確捕の確認」

(5)ピ ポットマンのプ レイ…「アウ ト」の宣告 は次塁への送球動作
に移ってから。ただし、
あまり遅 くなり過 ぎないように注意する。

(6)次 塁への転送プ レイ…「アウ ト」の宣告後 も守備妨害がないか
を見届ける。

(7)ダ ブルプ レイにおける「セーフ」の宣告…野手の足が捕球 より
早 く離れた り、触塁せずに送球 した後、走者がベースに到達 した
「 オフ・ザ・
場合 には、そのベースに近づ き大 きな声で「セーフ」
バ ッグ」 を宣告する。

5.タ ッグプレイ
(1)二 塁塁審が盗塁 を見 る場合 、 まず注意す る ことは、捕手 の二塁
へ の送球 の軌道 を開けて送球 に沿 い なが らベースに近づ く。

(2)ア ングル

(角

度)の 重要性 …プレイを見極め るには距離 (デ イ

ス タンス)と ともに、適確 な角度

(ア

ングル)を とること力S重 要

である。

(3)位 置 の変化 … オーバス ライ ド・悪送球・ 落球 に対 しては見る位
置 を変 えていかなければなならい。 したが つて、ボールか ら決 し
て 目を離 してはならない。

(4)送 球 がそれた場合 …走者 や野手 の動 きに よつて位置 を変 える。
そ して、ボール と走者が見通せ る位置 に変化す る。

(5)「 アウト」の宣告…野手がボールを確実につかんでいるのを確
認してから宣告する。
(6)ラ ンダウンプレイ…ダイアモンドの外側又は内側から、プレイ
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の変化に応 じて塁間の %位 に位置 し、中間あた りのプレイはボー
ルの位置が確認 しやすい側の審判が判定す る。また、走塁妨害 。
守備妨害 。空タッチ・ラインアウ トなどに気をつける。
「 ノータッ
グ」は大 きな声で、両手を広げてタッグのなかったことを知 らせ、
そのプレイを継続させる。ただし、ベース近辺のプレイについて
はコールだけ とし、ゼスチャーはしない。

6.試 合を無駄なく早 く進めるために
(1)投 手を早 く投手板に…早 く投手板上 に位置させる。
つ こうとしない投手には、早 くつ くよう指示する。

(2)捕 手のすべての動作…投手への返球、投手へのサイン、各塁を
カバーした後の動き、用具の着脱などすべての動作をスピーディー
にさせるよう常に注意す る。

(3)第 一打者と次打者…投球練習が終了したら第一打者 を速やかに
打者席に入 らせる。また、次打者 も前の打者の打撃が完了 したら
速やかに打者席へ入 らせる。

(4)打 者が打者席を離れないように…ベ ンチからのサインを見るた
めに打者席を離れないよう注意する。

(5)伝 令…選手をベ ンチヘ呼ぶことは認められない。また、守備側
がタイムをとったときに、打者や走者をベ ンチに呼ぶことも同様
に認められない。なお、伝令 は、スピーディーに往復させる。

(6)内 野手からの返球…安打の後などで、内野手がベースラインの
内側ヘボールを持 って入ることはやめさせる。

(7)ポ ール回 し…ボール回しをするときは、一回 りとし、最終野手
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はその定位置か ら返球 させる。 また、打者が打撃 を継続中、塁上
で走者がアウ トになった場合 のボール回 しは禁止す る。なお、試
合が延長戦に入 った場合や試合 が長引 いた場合 も考慮する。

(8)攻 守交代時 …選手が だ らだ ら走 らない よう指導す る ことは もち
ろん、 自らも機敏 に動 く。
7。

その他

(1)負 傷者 が出た場合 の措置 および臨時代走 の手続 き…各審判 は本
部 との連絡、治療状況 の把握 、相手チ ームヘ の通告、放送 な ど、
それぞれ手分け して手際 よ く統制 の とれた動 きをす る。

(2)外 野審判 …塁審 の頭 を越 えた打球 は、外野審判が判定す る。
(3)審 判員の裁定 に対す る疑義 …規則適用 に対する疑義 を主将、伝
令 お よび当該選手が 申 し出た場合、審判員 は簡潔 に説明す ること
とし、当該チームの監督が了解 した ことを確認 したのちに、球審
は「 プレイ」の宣告 をす る。なお、場内説明 を必要 とした時 はマ
イクにより説明す ることとす る。
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四 人 制 メ カ ニ ク ス
メカニクスの要点】
【
高校野球 では、四人制メカニ クス を取 り入れて以来、2006年 まで二
塁塁審が内野内に位置する場合、二塁手側 を原則 として指導 して きま
した。ブレイヘ の対応 も理解 を得 られた ことか ら、状 況 に応 じて遊撃
手側 にも位置 し、多 くのケース を経験 して、さらなる技術向上 を目指
して下 さい。

1.メ カニ クスは国際的な動 き、時計回 りを原則 として動 きます。
(1)球 審が三塁でのプレイをカバーす る動 きをローテー シ ヨンとい
い ます。

(2)ロ ーテー シ ョンの動 きに対 し、球審が本塁 でのプレイに備 える
場合 は、塁審がス ライ ドする といい ます。

2.メ カニ クスの特徴 は、以下の二点 です。
(1)プ レイを待 ち構 えるシフ ト

(プ レイを迎え入れる動 き)

(2)二 塁塁審が状 況 によ リダイヤモ ン ド内に位置すること
走者が ①単独 一塁 ②単独 二塁 ③一 。二塁 ④一 。三塁
⑤二・三塁 ⑥満塁

3.ア ウ トカウン トに関係 な く、ス コアリングポジシ ョンに走者がい
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る場合、球審 は本塁か ら動 かないメカニ クスです。

二塁塁審が ダイヤモ ン ド内に位置 した場合や、球審が本塁か ら動

4。

かない状況 になった場合 など、他 の審判 と合図交換 をして意識統一
を図 つて ください。 スムーズ な連携 で確 かな判定 をするための原則
は

Pause(ポ ウズ =状 況 の把握 )
Read(リ ー ド=予 測 に基づ く判断)
React(リ アク ト=プ レイヘ の対応 )
とい うのが基本 です。

5。

打球 を追 った塁審は、プ レイが一段落す るまでその場 に留 まるこ
と (Stay Out)を 前提 とします。

6.打 球 を引 き受ける審判 は、
(1)テ キサ ス リー ガー性 の打球

(2)地 上す れすれの打球
(3)複 数 の野手が追 いかける打球な ど、 トラブルボールに対 して は
基本 の範囲を問わず、どの審判 が打球 を引 き受けるのがベ ス トか、
瞬時の連携が要求 されます。

イージーボールとトラブルボールの見分け、アイコンタクト
【
(他

の 審判 との 日配 せ)、 声 を出 して打 球 や走者 を引 き受 け

る (例 、 ア イ ガ ッ トボ ー ル "
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OK")な

ど、連携 プ レイの

習熟】

7.打 球を追う範囲と立つ位置
(1)二 塁塁審が中

(ダ イヤモ ン ド内)に 入 つた場合 は、一切 の外野

飛球 は追わない こととします。

(2)二 塁塁審が中にい る場合、打球 の判定区分 は、 中堅手 を目安 と
して一塁 と三塁 の塁審が分担 します。

(3)二 塁塁審が外 に位置する ときは、三塁か ら二塁 の延長線上

(無

走者 。二死三塁)に とることと し、左 翼手 の守備位置 か ら右 翼手
の守備位置 までの打球 を引 き受ける ことと します。また、内野手
が前進守備態勢 をとった場合 の走者一 。三塁、二・三塁、満塁お
よび単独 三塁 (無 死又は一死)の 場合 は、一塁か ら二塁 の延長線
上に位置 します。

8。

塁審が深 く大 きな打球 を追った場合 は、打球 の落下地点 または野

手が処理する場所 と、塁審 の確認地点 との距離が長 くな ります。
したがって、アングル

(角

度利用)と ル ック (止 まって見 る姿勢)

の作 り方が大切です。

9.ダ イヤモ ン ド内に位置す る二塁塁審は、走者や野手の位置 。打者・
投手 の投 げ手など総合的に判断 し、二塁手側 ・遊撃手側の どち らに
位置 して も良い。
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10。

塁審 の大切な動 き

(1)ピ ボ ッ トター ン
ー塁塁審であれば、一塁走者、打者走者 の動向 に対 して一 。二
塁 の中間点に入 り、双方で起 こるであ ろ うプレイに備 える形 を作
ります。 この場合、す ばや い判断力 とフッ トワー クが大切 です。

(2)当 該走者 と共に次塁へ動 く場合
当該走者 の動 きに合わせて次の塁 をカバーす るのは、その走者
が リタッチをして次塁へ 向か う場合 だけ とな りますが、走者が邊
巡 したあ と次塁へ 向 った場合及 び走者一 。三塁で内野手が前進守
備 をとった場合 などは、次塁 でのプレイをカバー しなければな り
ません。

(3)走 者 の リタッチ を見る角度
当該走者が リタッチをして次塁へ の進塁 を企てた場合 には、次
塁での判定に余裕 を持 って待 ち構 えられるようにポジシ ョンをと
ります。
各塁審が、 リタッチを確認す るポジシ ョンヘ のステップワー ク
は、 このメカニ クス を習熟す る上で大切 な動 きです。
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◆ダイヤモンド内に入る2塁 塁審の位置
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図に示す とお り、本塁ベース と投手板 を囲む直径 18フ イー トの円周
との延長線 でで きる線上 を目安 として、野手の位置、投手 の投 げ手、
打者 の視界 なども配慮 しなが らポジシ ヨンをとる。

◆ 2塁 塁審 のステ ップバ ック
ダイヤモ ン ド内に位置 した 2塁 塁審 は、 タッグプレイや フォースプ
レイなどの判定 とともに、上記で 目安 とした本塁 ベース とマ ウ ン ド
円周 の延長線方向、又は本塁 1塁 の中間方向 に後ず さりして、 1塁
走者 の 2塁 触塁 と打者走者 の 1塁 触塁 を連続的に確認 した り、視野
を広げて次 のプレイに対応す るためのア ングル
である。
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(角

度)を 作 る こと

基本の動 き 無走者・ 内野 ゴ回の場合
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PL

打球 を見 なが ら 1塁 方向へ 走 る。 (こ の動 きは「45フ イー ト
前進」 と審判用語 を使 い ます)
打者走者 の走路 を確認 し、 1塁 塁上 で タッグプ レイになった
時 は野手 のタッグを注視す る。
また、 1塁 線上 を転 がるような打球 の場合 は、守備妨害や走
塁妨害 を見定 めなけれ ばならない場合 がある。
送球が悪送球 になった場合 は、ボールの行方 を見失 ってはな
らない。
悪送球 でボールデ ッ ドとなった場合 には、球審が タイムの宣
告 をしなければならない。

ADV:CE:上 記 の動 きは、走者 1塁 で内野 ゴロが打たれた場
合 も同様である。

lB

内野か らの送球が タッグプ レイになった場合は、ライ ン方向
へ移動す るなどしてタッグを確認 しなけれ ばならないが、必
ず静止 して見定めなければな らない。
打者走者 の一塁触塁 を確認 し、
送球が悪送球 になった場合 は、

2塁 へ の進塁行為 を見落 としてはならない。

2B

打球 ・送球 を見なが ら 2塁 ベース方向 に走 り、悪送球 などで
進塁 して くる打者走者 の 2塁 でのプレイを待 ち構 えなければ
ならない。

3B

ボールのあ る方向 に正対 し、悪送球な どプレイの変化 に対す
る当該審判 の対応 を注視す る。
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基本の動 き 無走者・ 左翼手よリライン寄 りの打球 を 3塁 塁審が追 っ
た場合

○
﹂
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PL

打球の行方 と3塁 塁審の動 きに注 目し、打者走者の進塁動向
を見なが ら、塁上のプレイに備えるのに相応 しいコースで 3
塁に向かう。

lB

打者走者の 1塁 触塁 を確認する。
1塁 触塁 を確認 し、打者走者が、 2塁 を回つてから本塁に向
か う。

ADV:CE:こ の場合、打球 の特性や個人個人のフッ トワー クによリダ
イヤモ ン ド内か ら触塁 を確認 し、打者走者 の 1・ 2塁 間の
プレイに備 えた後、打者走者が 2塁 を回 つてか ら、本塁 で
のプレイに備 える動 き方 もある。

2B

打球 ・送球 を見 なが ら、 2塁 でのプレイをジャッジす るのに
相応 しい位置 をとる。

3B

静上 して打球 を見 定 め、内野 へ 送球 され る までそ の場 に留 ま
る。

ADV:CE:打 球を追う場合 は、走 りながらボールを目で追 う事。そ し
て、落下前には必ず静止 して見定める事が肝心です。
ボールを目で追う事 により、落下点を見定めるに相応 しい
コースで走れます。
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基本の動 き 無走者・ 左翼手から右翼手 までの打球を 2塁 塁審が追 っ
た場合

PL

打球 の行方 と3塁 塁審 の動 きと打者走者の進塁動向を見 なが
ら、塁上のプレイに備 えるのに相応 しい コースで 3塁 に向か
う。

lB

打者走者 の 1塁 触塁 を確認す る。

1塁 触塁 を確認 し、打者走者が 2塁 を回ってか ら本塁へ 向か
う。
２

Ｂ

３

Ｂ

静止 して打球 を見定め、内野へ送球 されるまでその場 に留 ま
る。
打球 の行方 を見なが ら、内野内の遊撃手前 ポイン トを目標 に

2塁 カバー に走る。
その後の状況 によ り、 ジャッジす るのに相応 しい位置 で待 ち
構 える。
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基本 の動 き 無走者・ 右翼手よリライン寄 りの打球 を 1塁 塁審が追 っ
た場合

PL

打球 の行方 と 1塁 塁審 の動 きに注 目しなが ら、打者走者 の 1
塁触塁 を確認す る。
打者走者 の 1塁 でのプレイにも備 える。

lB

静上 して打球 を見定め、内野へ送球 されるまでその場 に留 ま
る。

2B

3B

内野内 (内 野内 ポジシ ヨン付近 を目標 )に 入 り、打者走者 の
1・ 2塁 間及 び 2塁 でのプ レイをジャッジす るのに相応 しい
位置で待 ち構 える。
打球 。送球 を見なが ら、 3塁 でのプレイをジャ ッジす るのに
相応 しい位置 をとる。
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基本の動き 走者 1塁・ 中堅手より左側 の打球を3塁 塁審が追 つた場合

￨

0オ
l

〇

｀
｀
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走者が次塁ヘ
進塁 した場合

② 走者が邊巡し
ている場合

③ 走者がタッグ
アップした場合

打球 の行方 を見な

打球方向に前進 し

、
打球方向に向力ヽヽ

が ら、 1塁 走者 の

ながら、 1塁 走者

2塁 での プ レイに

3塁 でのプレイを

の動 きを見て、①

注 目しなが ら、 3

ジャッジす るのに

同様 に動 く。

塁 の カバ ー に備 え

①

PL

相応 しい位置 をと

る。

る。

lB

2B

打者走者 の 1塁 触

状況 により打者走

1塁 走者 のタッグ

塁 を確認 し、 1塁

者 の追 い越 しなど

アップを確認する。

走者が 2塁 を回つ

も注視 しなければ

この間、打者走者

て進塁 した ら、本

ならない。安打 に

の追い越 しなどに

塁 でのプレイを待

なれば①同様 に動

も注視する。

ち構 える。

く。

ステップバ ックし、 ステップバ ックし、 ② のポジシヨンで、

1塁 走者 の 2塁 触

視野 を広げて走者

1塁 走者 の動向を

塁 を確認 し、 2塁

の動向に対応する。

注視 し、 2塁 での

と 1塁 でのあ らゆ

プレイを待 ち構 え

るプレイを引 き受

る。

け る。

3B

静止 して打球 を見

左

定 め、内野へ送球
されるまでその場
に留 まる。
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左

基本の動き 走者 1塁・ 中堅手 より右側 の打球を 1塁 塁審が追った場合

￨

0
I｀
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PL

走者が次塁ヘ
進塁 した場合

② 走者が透巡し
ている場合

③ 走者がタッグ
アップした場合

打球 の行方 を見な

打球 の行方 を見 な

打球 の行方 を見 な

が ら、打者走者 の

が ら、 1塁 走者 の

が ら、 1塁 走者 の

1塁 触塁 を確認 し、 帰塁 のプレイに備

タッグアップを確

える。打者走者 の
各走者 の動向 を見
ながら本塁へ戻 る。 触塁 や追 い越 しを

認す る。

①

注視す る。

lB

静上 して打球 を見
定 め、内野へ送球

打球 を引き受ける。

打球 を引き受ける。

されるまでその場
に留 まる。

2B

3B

ステップバ ックし、 ステップバ ックし、 ②のポジシヨンで、

1塁 走者の動向を

1塁 走者 の 2塁 触

視野 を広げて 1塁

塁 を確認 し、 2塁

走者の動向を見る。 注視 し、 2塁 での

と 1塁 でのあ らゆ

1塁 走者 の帰塁 や

プレイを待 ち構え

るプレイを引 き受

追 い越 しにも備 え

る。

ける。

る。

打球 の方向 に正対

打球 の行方 を見な
が ら、 1塁 走者 の

し、送球線 などを
考 えなが ら、触塁
確認や ジヤッジす
るのに相応 しい位

動 きを注視 し、①
同様 のポジシ ヨン
で待 ち構 える。

置 で待 ち構 える。
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②同様 に動 く。

基本の動 き 走者 1.2塁 ・ 中堅手 よ り左側 の打球を 3塁 塁審が追 っ
た場合

￨

0イ
i

ン ○
(GU:DE・ 球審はタイムブ レイを意識 する。
)
走者の状況、ア ウ トカウン トなどによ り
タイムプ レイを意識 しなければならない。
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PL

走者が次塁ヘ
進塁 した場合

② 走者が邊巡し
ている場合

③走者 が タッグ
アップした場合

3塁 方向 に前進 し
打球 の行方 を見な
が ら、 2塁 走者 の
なが ら、 2塁 走者
3塁 触塁 を確認 し、 の動向 と2塁 塁審
本塁 でのプレイを の動きを見て、①
又は③のプレイに
待 ち構 える。

課題】3塁 方向
【

①

備える。

lB

2塁 間ヘ ピボッ
トターン し、打者
走者 の 1塁 触塁 を
確認 し、 2塁 と 1
塁でのあ らゆるプ
レイを引 き受ける。
1・

に向かい なが ら
2塁 塁審が 3塁
でのジャッジに
間 に合わない場
合 は 3塁 でのプ
レイに備 える。

2塁 間ヘ ピボツ ② のポジシヨンで、
1塁 走者 の タッグ
トター ン し、 1塁
走者の動向により、 ア ップ を確 認 し、
2塁 と 1塁 でのあ その走者 の 2塁 で
のプレイを引 き受
らゆるプ レイを引
る。
ける。
き受け
1・

課題】2塁 塁審
【

が 2塁 に留 まっ
て い る場 合 は、
本塁 をカバー し
なけれ ばならな
い

。

2B

② のポジシヨンで、
2・ 3塁 の中間地
2・ 3塁 の中間地
点 ヘ ス ライ ドし、 点 ヘ ス ライ ドし、 2塁 走者 のタッグ
3塁 と2塁 でのプ 2塁 走者 の動 きに ア ップ を確 認 し、
3塁 でのプレイを
レイを引き受ける。 より、 3塁 と2塁
でのあ らゆるプ レ 待 ち構 える。
イを引 き受ける。

3B

静上 して打球 を見
定 め、内野へ 送球
されるまでその場
に留 まる。

同

‑109‑

左

左

基本 の動 き 走者 1.2塁 ・ 中堅手よ り右側 の打球 を 1塁 塁審 が打球
を追 った場合

￨

l｀
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・

② 走者が邊巡し
ている場合

③ 走者がタッグ
アツプした場合
打球の行方 を見な
がら、 1塁 走者の

走者 の 1塁 触 塁 を

打球の行方・送球
を見なが ら、打者
走者の触塁や追い

確認 し、本塁 での

越 しを注視する。

認する。

①

走者が次塁ヘ
進塁 した場合

PL

打球 の行方 ・送球
を見なが ら、打者

タツグア ップを確

プレイを待 ち構 え
る。

lB

静止 して打球 を見
定 め、内野へ 送球

同

同

され るまでその場
に留 まる。

2B

ステップバ ックし、 ステップバ ックし、

2塁 走者 の タッグ

1塁 走者 の 2塁 触

ア ップを確 認 し、

塁 と打者走者 の 1

視野 を広げて走者
の動向に対応する。

塁触塁 を確認 し2

1塁 又 は 2塁 へ走

のプレイを待 ち構

塁 と 1塁 のプレイ

者が帰塁す るプ レ

える。

を引 き受け る。

イや追い越 しにも

1塁 走者 の 2塁 で

備 える。

3B

打球 の方向 に正対
し、送球線 な どを
考 えなが ら、触塁
確認やジヤ ツジす
るのに相応 しい位

打球 の行方 を見な
が ら、 2塁 走者 の

動きを注視 し、①
同様に動 く。

置 で待 ち構 える。

‑111‑

②同様に動く。

基本の動 き 走者 1.3塁・ 中堅手よ り左側 の打球 を 3塁 塁審が打球
を追 った場合

￨

0イ
i

〔/́〇 ｀

(GU!DE・ 球審 はタイム プ レイを意識 す る。)
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走者が次塁ヘ

② 走者が逸巡し
ている場合

③ 走者がタッグ
アップした場合

打球の行方 を見な
がら、 3塁 走者の

打球 と送球線 を考

本塁触塁を確認 し、 動 きを見て、①又

のタッグアツプを

①

進塁 した場合

PL

打球 の行方 を見な
が ら、 3塁 走者 の
本塁 でのプレイに
備 える。

は③のプレイに備
える。

えなが ら3塁 走者
確認する。その後、
本塁 でのプレイを
待 ち構 える。

lB

2B

3B

1・

2塁 間ヘ ピボツ

1・

2塁 間ヘ ピボツ

② のポジシ ヨンか

トターン し、打者

トター ンに入 り、

ら視野 を広 げ 1塁

走者 の 1塁 触塁 を

1塁 走者 の動向 に

走者 のタッグアツ

確認 し、 2塁 と 1

よ り、 2塁 と 1塁

プを確認す る。追

塁 でのあ らゆるプ

でのあ らゆるプ レ

い越 しなどを注視

レイをワ￨き 受ける。

イを引 き受ける。

す る。

視野 を広げス ライ

② のポジシヨンで、

点 ヘ ス ライ ドし、

ドし 1塁 走者 の動

1塁 走者 の動 きを

1塁 走者 の 2塁 触

きに よ り、3塁 と

確認 し、 2塁 での

塁 を確認 し、 3塁

2塁 でのあ らゆる

プレイを待 ち構 え

と2塁 でのプレイ

プレイを引 き受け

る。

を引 き受ける。

る。

2・

3塁 の中間地

静止 して打球 を見
定 め、内野へ送球

左

されるまでその場
に留 まる。

‑113‑

左

１
者
走

基本の動 き

3塁・ 中堅手よ り右側 の打球を 1塁 塁審 が追 っ

合
場
た
￨

0
l｀
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進塁 した場合

② 走者が邊巡し
ている場合

③ 走者がタッグ
アツプした場合

打球 の行方 ・送球

打球 の行方 ・送球

打球 の行方 を見な

を見 なが ら、 3塁

を見なが ら、視野

が ら、本塁 でのプ

走者 の本塁触塁 を

を広げて 3塁 走者

レイを待ち構 える。

確認 し、本塁 での

の動向や、 2塁 塁

プレイに備 える。

審 の動 きな どにも

①

PL

走者が次塁ヘ

注 目す る。

lB

2B

3B

静上 して打球 を見
定 め、内野へ送球

打球 を引き受ける。 打球を引き受ける。

されるまでその場

されれ ば、 1塁 方

に留 まる。

向に視野を広げる。

送球が内野に返球

ステップバ ックし、 ステップバ ックし、

②同様に動く。

1塁 走者 の タッグ

1塁 走者 の 2塁 触

視野 を広げて走者

ア ップ を確 認 し、

塁 と打者走者 の 1

の動向に対応する。

2塁 でのプレイを

塁触塁 を確認 し2

1塁 走者が帰塁す

待 ち構 える。

塁 と 1塁 のプレイ

るプレイに も備 え

を引 き受ける。

る。

打球 の方向に正対

打球 の行方 を見な

3塁 走者 の タツグ

し、送球線な どを

が ら、 3塁 走者 の

アップを確認する。

考 えなが ら、触塁

動 きを注視 し、③

確認や ジヤツジす

同様 に動 く。

るのに相応 しい位
置で待 ち構 える。

‑115‑

基本の動 き 走者

1.3塁・ 左翼手よ リライン寄 りの打球を 3塁 塁審

が追 った場合

(内 野手 が前進守備 の場合)

´・ 〇
一
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走者 が次塁ヘ
進塁 した場合

② 走者が邊巡し
ている場合

③ 走者がタッグ
アップした場合

打球 の行方 を見な

打球 の行方 を見な

打球 と送球線 を考

が ら3塁 走者 の本

が ら(3塁 走者 の

えなが ら3塁 走者

塁触 塁 を確 認 し、 動きを見て、①又

のタッグアツプを

①

PL

次 のプレイに備 え

は③のプレイに備

確認する。その後、

る。

える。

本塁 でのプレイを
待 ち構 える。

lB

2B

1・

2塁 間ヘ ピボツ

1・

2塁 間ヘ ピボツ

② のポジシ ヨンか

トターン し、打者

トター ンに入 り、

ら視野 を広 げて 1

走者 の 1塁 触塁 を

1塁 走者 の動向 に

塁走者のタツグアツ

確認 し、 1塁 と2

より、 2塁 と 1塁

プを確 認す る。追

塁 でのあ らゆるプ

でのあ らゆるプ レ

い越 しなどを注視

レイをワ￨き 受ける。

イを引 き受ける。

する。

内野内 に入 り、 1

2・

塁走者 の 2塁 触塁

点 に入 り、 1塁 走

を確認 し、 3塁 と

者 の 動 きに よ り、 確認 し、 2塁 での

2塁 でのプレイを

3塁 と2塁 でのあ

プレイを待 ち構 え

引 き受ける。

らゆるプレイを引

る。

3塁 の中間地

② のポジシヨンで、

1塁 走者 の動 きを

き受ける。

3B

静止 して打球 を見
定 め、内野へ送球

左

されるまでその場
に留 まる。

‑117‑

左

基本の動 き 走者 1.3塁 ・ 左翼手から右翼手 までの打球を 2塁 塁審
が追 った場合

(内 野手 が前進守備 の場合)

〇

‑118‑

｀
｀
̀

進塁 した場合

② 走者が透巡し
ている場合

③ 走者がタッグ
アツプした場合

打球 の行方 を見な
が ら、 3塁 走者 の

打球 の行方 を見な
が ら、 3塁 走者 の

打球 と送球線 を考

本塁触塁を確認 し、 動 きを見て、①又
次のプレイに備 え は③ のプ レイに備

のプレイを待 ち構

走者 が次塁ヘ

①

PL

る。

lB

2塁 間ヘ ピボッ
トター ン し、 1塁

えなが ら、本塁で
える。

える。

2塁 間ヘ ピボツ
トターン し 1塁 走

② のポジシ ヨンか
ら視野 を広げ 1塁

1・

1・

走者 の 2塁 触塁及
び打者走者 の 1塁

者 の動 向 に よ り、 走者 の タッグア ツ
2塁 と 1塁 でのあ プを確認す る。追
い越 しな どを注視
らゆるプレイを引

触塁 を確認 し2塁
と 1塁 でのあ らゆ

き受ける。

す る。

るプレイを引 き受
ける。

2B

静上 して打球 を見
定 め、内野へ 送球

打球 を引き受ける。 ①及び②の様 に動
く。
送球が内野内 に返

され るまでその場

球 されれば 2塁 方
向に視野 を広げる。

に留 まる。返球 さ
れれ ば、 2塁 方向
に視野を広げる。

3B

打球 の方向 に正対
し、送球線 な どを

打球 の行方 を見な
が ら、 3塁 走者 の

考 えなが ら、触塁
確認 や ジヤツジす
るのに相応 しい位

動 きを注視 し、③
同様 に動 く

置 で待 ち構 える。

‑119‑

3塁 走者 の タツグ
ア ッ プ を確 認 す
る。

基本の動 き 走者 1.3塁 ・ 右翼手 からライン寄 りの打球を 1塁 塁審
が追 った場合

(内 野手が前進守備の場合)

‑120‑

PL

lB

2B

走者が次塁ヘ
進塁 した場合

② 走者が邊巡し
ている場合

③ 走者がタッグ
アップした場合

打球 の行方 ・送球

打球 の行方 ・送球

を見なが ら、 3塁

を見 なが ら、視野

② の よ うに動 き、
本塁でのプレイを

走者 の本塁触塁 を

を広 げて 3塁 走者

見 て、打者走者 の

の動向 を見る。打

待 ち構える。 1塁
走者のタッグアッ

1塁 触塁 も確認す

者走者 の 1塁 触塁

プも確認す る。

る。

も確認す る。

静上 して打球 を見
定 め、内野へ送球

打球 を引き受ける。 打球を引き受ける。

①

送球 が内野 に返球

されるまでその場

されれば、 1塁 方

に留 まる。

向に視野を広げる。

内野内 (内 野内ポ

① のポジシ ヨンに

ジシ ョン付近 を目

入 り走者 の動向 に

標)に 入 り、 1塁
走者 の 2塁 触塁 を

対応す る。 1塁 走
者が帰塁す るプ レ

確認 し、 2塁 と 1

イにも備 える。

②同様 に動 く。

①及び②の様に動
く。

塁 のプレイを引 き
受ける。

3B

打球 の方向 に正対
し、送球線 などを
考えなが ら、触塁
確認やジヤツジす
るのに相応 しい位

打球の行方 を見な
がら、 3塁 走者の
動 きを注視 し、①
又は③同様に動く。

置で待 ち構 える。

‑121‑

3塁 走者 のタッグ
アップを確認する。

基本 の動 き 走者 2.3塁 ・ 中堅手よ り左側の打球 を 3塁 塁審 が追 っ
た場合

￨

0オ
I

ない
̀′
ギ

」

L→

。.、

(GU!DE・ 球審が 2つ の触塁を見る場合は走者の走塁状況や打球

の特性を見極め位置をとる。
)
(GU!DE・ 球審はタイムプ レイを意識する。
)
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① 走者が次塁へ

② 走者が透巡し
ている場合

③ 走者がタッグ
アップした場合

打球の行方 を見な
がら、 3塁 走者の

打球 と送球 を考 え

3塁 触塁を確認 し、 動 きを見て、①又

タッグアップを確

進塁 した場合

PL

打球 の行方 を見な
が ら、 2塁 走者 の

3塁 走者 の本塁触
塁 を見 る。そ して

は③のプレイに備
える。

なが ら3塁 走者 の
認 す る。そ の 後、
本塁 でのプレイを
待 ち構 える。

2塁 走者 のプレイ
を待 ち構 える。

lB

2B

2塁 間ヘ ピボツ

① 同様 に動 き、打

トター ン し、打者

球 の状況 と打者走

走者 の 1塁 触塁 を

者 の動 向 に よ り、

確認 し、 2塁 と 1

2塁 と 1塁 でのあ

塁でのあ らゆるプ

らゆるプレイを引

レイを引 き受ける。

き受ける。

1・

左

② のポジシ ヨンで、
2・ 3塁 の中間地
3塁 の 中間地
ヘ
2塁 走者 のタッグ
ヘ
ス
ドし、
ライ
点 ス ライ ドし、 点
3塁 と2塁 でのプ 2塁 走者 の動 きに ア ップ を確 認 し、
2・

レイを引き受ける。

よ り、 3塁 と2塁

3塁 でのプレイを

でのあ らゆるプ レ

待 ち構 える。

イを引 き受ける。

3B

静上 して打球 を見
定 め、内野へ 送球

左

され るまでその場
に留 まる。

‑123‑

左

基本の動 き 走者 2.3塁 ・ 中堅 よ り右側 の打球 を 1塁 塁審が追 った
場合

￨

l｀

4̲
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0

PL

走者が次塁へ
進塁 した場合

② 走者が遼巡し
ている場合

③ 走者がタッグ
アップした場合

打球 の行方 を見な

打球 の行方 ・送球

② のように動 き、

が ら、 3塁 走者 の

を見なが ら、視野

本塁でのプレイを

①

本塁触塁を確認 し、 を広げて 3塁 走者

lB

2B

待 ち構える。

2塁 走者 の本塁 で

の動向 を見 る。打

のプレイを待 ち構

者走者 の 1塁 触塁

える。

も確認す る。

静上 して打球 を見
定め、内野へ送球

打球 を引き受ける。 打球を引き受ける。

されるまでその場

されれ ば、 1塁 方

に留 まる。

向に視野を広げる。

ステ ップバ ックし

ステップバ ックし、 ②同様 にポジシヨ

打者走者 の 1塁 触

2塁 走者 の動向 に

ンをとり、 2塁 走

塁 を確認 し、 1塁

対応す る。 2塁 走

者のタッグアツプ

と2塁 のあ らゆる

者が帰塁す るプ レ

を確認す る。

プ レイを引 き受け

イなどにも備える。

送球が内野 に返球

②同様 に動 く。

る。

3B

3塁 走者 のタッグ

し、送球線 な どを

打球の行方 を見な
がら、 3塁 走者の

アップを確認する。

考 えなが ら、触塁

動 きを注視 し、①

(走 者 が本塁 へ 向

確認や ジヤツジす

又は③同様に動く。 か った後 は、常 に

るのに相応 しい位

ボールのある場所

置で待 ち構 える。

に正対する。
)

打球 の方向 に正対

‑125‑

基本の動 き 走者 2.3塁 ・ 左翼手よリライン寄 りの打球を 3塁 塁審
が追 った場合

(内 野手 が前進守備 の場合)

イオ＼
｀
4・

〇
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①

PL

走者が次塁ヘ
進塁 した場合

② 走者が邊巡 し
ている場合

打球 の行方 を見 な 打球の行方 を見な
が ら、 2塁 走者 の がら、 3塁 走者の
3塁 触塁 を確認 し、 動 きを見て、①又
3塁 走者 の本塁触 は③のプレイに備
える。
塁 を見る。そ して
2塁 走者 のプレイ
を待 ち構 える。

③

走者が タッグ
アップした場合

打球 と送球 を考 え
なが ら3塁 走者 の
タッグア ップを確
認 す る。そ の 後、
本塁 でのプ レイを
待 ち構 える。

lB

① 同様 に動 き、打 ①及 び② の様 に動
く。
トター ン し、打者 球 の状況 と打者走
走者 の 1塁 触 塁 を 者 の 動 向 に よ り、
2塁 と 1塁 でのあ
確認 し、 1塁 と 2
らゆ るプ レイを引
塁 でのあ らゆるプ
レイを引き受ける。 き受ける。

2B

内野内 に入 り、 2
塁 と 3塁 でのあ ら
ゆるプレイを引 き
受ける。

1・

2塁 間ヘ ピボツ

3塁 の中間地
点 に入 り、 2塁 走
2・

者 の動向 を注視す
る。

ADViCE:

② のポジシヨンで、
2塁 走者 のタッグ
ア ップ を確 認 し、
3塁 でのプ レイを
待 ち構 える。

テキサス性のヒッ
トや野手 の落球
で走者が進塁す
る場合 は、 3塁
でのプ レイをカ
バーす る。

3B

静上 して打球 を見
定 め、内野へ送球
されるまでその場
に留 まる。

打球 を引き受ける。
送球 が内野に返球
されれば、 3塁 方
向に視野を広げる。

‑127‑

同

基本の動 き 走者 2.3塁 ・ 左翼手 から右翼手 までの打球 を 2塁 塁審
が追 った場合

(内 野手 が前進守備 の場合)

‑128‑

② 走者が邊巡し
ている場合

③ 走者がタッグ
アツプした場合

打球 の行方 を見な
が ら、マ ウ ン ドの
本塁触塁を確認 し、 方向へ進み、③同

打球 と送球線 を考
え、本塁前方 に出

①

走者が次塁ヘ
進塁 した場合

PL

打球 の行方 を見な
が ら、 3塁 走者 の

2塁 走者 の本塁 で

lB

グアップを確認 し、

のプレイを待 ち構

本塁 でのプレイを

える。

待 ち構 える。

102塁 間ヘ ピボツ

① 同様 に動 き、視

①及 び② の様 に動

トターン し、打者

野 を広げ打者走者
と2塁 走者 の動向

く。

を見 る。 2塁 走者

課題】 1・ 2塁
【
間へ入り2塁走

イを引 き受ける。

の帰塁 のプレイ も
引 き受ける。

者 の タッグア ツ
プを確認す る。

静上 して打球 を見
定 め、内野へ送球

打球 を引き受ける。 ①及 び② の様 に動
く。
送球が内野内に返

されるまでその場

球 されれ ば、 2塁
方向 に視野 を広げ

走者 の 1塁 触塁 を
確認 し、 1塁 と 2
塁 のあ らゆるプ レ

2B

様 に動 く。

て 2塁 走者 のタッ

に留 まる。

る。

3B

打球 の行方 を見な
が ら、ボールのあ
る場所 に正対 し3
塁 でのあ らゆるプ
レイに対応す る。

3塁 走者 と 2塁 走

3塁 走者 のタッグ

者 の動 きを見 なが
ら打球方向 に正対

ア ップを確 認 し、
3塁 でのプ レイを

し、送球線 な どを
考 えなが ら触塁確

待 ち構 える。

認や ジヤツジす る
のに相応 しい位置
で待 ち構 える。

‑129‑

基本の動 き 走者 2.3塁 ・ 右翼手 からライン寄 りの打球を 1塁 塁審
が追 った場合

(内 野手 が前進守備 の場合)

‑130‑

①

PL

走者が次塁ヘ
進塁 した場合

打球 の行方 ・送球
を見 なが ら、 3塁
走者 の本塁触塁 を
見 て、打者走者 の

1塁 触塁 も確認す
る。
lB

静上 して打球 を見
定 め、内野へ送球
され るまでその場
に留 まる。

2B

内野内 (内 野内ポ
ジシ ョン付近 を目
標 )に 入 り、打者
走者 の 1・ 2塁 間
及び 2塁 でのプレ
イを待 ち構 える。

② 走者が邊巡し
ている場合

③ 走者がタッグ
アツプした場合

打球 の行方 ・送球 ② の よ うに動 き、
を見なが ら、視野 本塁 でのプレイを
を広げて 3塁 走者 待 ち構 える。
の動向を見なが ら、
打者走者 の 1塁 触
塁 も確認す る。
打球 を引き受ける。 打球を引き受ける。
送球 が内野 に返球 ②同様 に動 く。
されれば、 1塁 方
向に視野を広げる。
① のポジシ ヨンに ②同様 にポジシ ヨ
ンをとり、 2塁 走
入 り、 2塁 走者 の
動 向 に対応 す る。 者のタッグアツプ

2塁 走者が帰塁す
るプ レイな どにも
備 える。

を確認する。

ADV!CE:
タッグア ップを
延長線 で見 よう
とせず、瞬間的
に内野内へ移動
で きるように動
く。

3B

打球 の方向 に正対
し、送球線 などを
考 えなが ら、触塁
確認や ジヤツジす
るのに相応 しい位

打球 の行方 を見な
が ら、 3塁 走者 の
動 きを注視 し、①
又は③ 同様 に動 く。

置で待 ち構 える。

‑131‑

3塁 走者 のタツグ
アップを確認す る。
(走 者が本塁へ 向
か った後 は、常
にボールのある
る。
)
場珈 鋤

基本の動 き 走者 2塁・ 中堅手 よ り左側 の打球 を 3塁 塁審 が打球 を
追 った場合

夕

″ヽ
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PL

走者が次塁ヘ
進塁 した場合

② 走者が透巡 し
ている場合

③ 走者が タッグ
アップした場合

3塁 方向に前進 し
打球 の行方 を見な
が ら、 2塁 走者 の
なが ら、 2塁 走者
3塁 触塁 を確認 し、 の動向 と2塁 塁審
本塁 でのプレイを の動 きを見て、①
又は③のプレイに
待 ち構 える。

課題】3塁 方向
【

①

備える。

lB

1・

2塁 間ヘ ピボッ

トター ン し、打者
走者 の 1塁 触塁 を
確認 し、 1塁 と2
塁 でのあ らゆるプ
レイを引き受ける。

1・

2塁 間ヘ ピボツ

トターン し、① と
同様 に動 く。

に向かい なが ら
2塁 塁審が 3塁
のジヤッジに間
に合 わない場合
は、 3塁 でのプ
レイに備 える。

①及び② と同様に
動く。

課題】球審が3
【

塁ヘローテーシヨ
ン した場 合 は、
本塁 をカバー し
なければならな
い

2B

3B

打球 の行方 を見 な
が ら、 3塁 方向へ
ス ライ ドし、 2塁
と 3塁 でのあ らゆ
るプ レイを引 き受
ける。

。

②のポジシヨンで、
2・ 3塁 の中間地
点 ヘ ス ライ ドし、 2塁 走者のタツグ
2塁 走者 の動向 を ア ップを確認 し、
その走者の 3塁 で
注視す る。

ADVICE:
テキサス性のヒッ
トや野手 の落球
で走者 が進塁す
る場合 は、 3塁
のプレイをカバー
に走 る。

静上 して打球 を見
定 め、内野へ送球
されるまでその場
に留 まる。

のプレイを待ち構
える。

同

‑133‑

基本 の動 き 走者 2塁・ 中堅手よ り右側 の打球 を 1塁 塁審が打球 を
追 った場合

￨

I｀
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0

PL

① 走者が次塁へ
進塁した場合

② 走者が邊巡し
ている場合

③ 走者がタッグ
アップした場合

打球 の行方・ 送球

① と同様 に動 く。

①及び② と同様 に
動 く。

を見なが ら、打者
走者 の 1塁 触塁 を
確認 し、本塁での
プレイを待 ち構 え
る。

lB

静上 して打球 を見
定 め、内野へ 送球

左

左

され るまでその場
に留 まる。

2B

ステップバ ックし、 ステップバ ックし、 ② のポジシ ヨンで
2塁 走者のタッグ
打者走者 の 2塁 と 視野 を広げ走者 の

3B

アップを確認する。

プレイを引 き受け

動向 を見る。打者
走者 の 2塁 でのプ

る。

レイを待 ち構 える。

打球 の方向 に正対
し、送球線 な どを

打球 の行方 を見な
が ら、 2塁 走者 の

考 えなが ら、触塁

動 きを注視 し、①

2塁 の延長線 か

確認 や ジヤツジす
るのに相応 しい位

同様 に動 く。

ら中堅方向へ飛

1塁 でのあ らゆる

②同様に動く。
課題】打球が3・
【

んだ場合 には内
野内 に入 リタツ

置で待 ち構 える。

グブ レイが見や
す い位置で待 ち
構 える。

‑135‑

基本 の動 き 走者 3塁・ 左翼手 よ リライン寄 りの打球 を 3塁 塁審 が
追 った場合

Ｆ
︒
(GU:DE・ 球審がフ ァウル フライを追 った場合、一塁塁審 は本塁
をカバー しなければならない。
)

‑136‑

走者 が次塁ヘ
進塁 した場合

② 走者が邊巡し
ている場合

③ 走者がタッグ
アップした場合

打球 の行方 を見な
が ら、 3塁 走者 の
本塁触塁 を確認す
る。

打球の行方 を見な
がら、 3塁 走者の
動きを見て、①又

打球 と送球線 を考
えなが ら3塁 走者
のタッグア ップを
確認する。その後、
本塁 でのプレイを
待 ち構 える。

lB

2塁 間ヘ ピボッ
トター ン し、打者
走者 の 1塁 触塁 を
確認 し、 1塁 での
あ らゆるプ レイを
引 き受ける。

①同様に動く。

①及 び② の様 に動
く。

2B

2死 まで は、 1・

3塁 の 中間地
点 に入 り、 3塁 走

②のポジシヨンで、
3塁 走者の動きを
注視する。

①

PL

1・

は③のプレイと同
様に動く。

2。

2塁 の延長線側 に
ポジシ ョンをとる。 者 の動向 を注視す
る。
打者走者 の 2塁 で
のプレイを待 ち構
ADV!CE:
打球 の特性 や捕
える。
球 の判断 などで
走者が躊躇 し3
塁 で帰塁 のプレ
イなどがあ る場
合 はジヤツジに
走 る。
3B

静上 して打球 を見
定 め、内野へ 送球
されるまでその場
に留 まる。

同

‑137‑

基本 の動 き 走者 3塁・ 左翼手 か ら右翼手 までの打球 を 2塁 塁審 が
追 った場合

〇

‑138‑

｀ミ

① 走者が次塁へ

′ PL

③ 走者がタッグ

進塁した場合

② 走者が透巡し
ている場合

打球 の行方 を見 な

打球 の行方 を見な

② と同様 に動 く。

が ら、 3塁 走者 の

が ら、 3塁 走者 の

本塁触塁 を確認す

動向 を見 て、本塁

る。

でのプレイに備 え

アップした場合

る。

lB

l・

2塁 間ヘピボツ ①同様に動く。

①及び②と同様に
動 く。

トターン し、打者
走者 の 1塁 触塁 を
確認 し、 1塁 と 2
塁 のあ らゆるプ レ
イを引 き受ける。

2B

静上 して打球 を見

打 球 を引受 け る。 ①及 び② の様 に動

定 め、内野へ 送球

送球 が内野内 に返

され るまでその場

球 されれば、 2塁

に留 まる。

方向 に視野 を広げ

く。

る。

3B

打球 の行方 を見 な

3塁 走者 の動 きを 3塁 走者 の タツグ

が ら、ボールのあ

見 なが ら、① 同様

る場所 に正対 し3

に動 く。

塁でのあ らゆるプ
レイに対応す る。

‑139‑

アツプを確認する。

基本 の動 き 走者 3塁 0右 翼手 よ リライン寄 りの打球 を 1塁 塁審 が
追 った場合

(GU:DE・ 2死 走者 3塁 の場合、 2塁 塁審はアウ トカウン トによ
るメカニ クスの使 い分 けを審判間でサイン交換 を して、 3塁 か
ら2塁 の延長線上 に位置 し、状況 に応 じて 1塁 でのプ レイを意
識する。
)

‑12Ю

―

① 走者が次塁へ

PL

③ 走者がタッグ

進塁 した場合

② 走者が邊巡 し
ている場合

打球の行方・送球

視野 を広げて 3塁

② の ように動 き、

走者の動向を見な
と
の
走者 本塁触塁 、 が ら、打者走者の
打者走者の 1塁 触 1塁 触塁 を確認す
を見ながら、 3塁

lB

2B

塁を確認する。

る。

静止 して打球を見
定め、内野へ送球

打球を引き受ける。

されるまでその場

されれば、 1塁 方

に留 まる。

向に視野を広げる。

内野内に入 り、打
者走者の 1・ 2塁

① のポジシ ヨンに
入 り、打者走者の

間及び 2塁 でのプ

動向に対応する。

アツプした場合

本塁でのプレイを
待ち構 える。

同

左

送球が内野に返球

② 同様 に動 く。

レイを待ち構 える。

2死 までは、 10
2塁 の延長線上に
ポジションをとる。

3B

打球の行方 を見な
がら、ボールのあ

打球の行方 を見な
が ら、 3塁 走者の

る場所に正対 し3

動 きを注視 し、①
又は③同様に動く。

塁でのあらゆるプ
レイに対応す る。

‑141‑

3塁 走者のタッグ
アツプを確認する。

基本の動き 走者満塁・ 中堅手より左側 の打球を3塁 塁審が追 つた場合

￨

0イ
i
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(GU!DE・ 球審が 2つ の触塁 を見 る場合 は走者の走塁状況や打球
の特性 を見極め位置を とる。
)
(GU:DE・ 球審はタイムプ レイを意識する。
)

‑142‑

進塁 した場合

② 走者が邊巡し
ている場合

③ 走者がタッグ
アツプした場合

打球 の行方 を見な
が ら、 2塁 走者 の

打球 の行方 を見な
が ら、 3塁 走者 の

打球 と送球線 を考
えなが ら3塁 走者

3塁 触塁を確認 し、 動 きを見 て、①又

のタッグア ツプを

は③のプレイに備
える。

確認。その後、本
塁上でのプレイを

走者が次塁ヘ

①

PL

3塁 走者 の本塁触
塁 を見る。本塁 で
のあ らゆるプ レイ

待 ち構 える。

を待 ち構 える。

lB

2B

トター ン し、打者

① 同様 に動 き、打
球 の状況 と 1塁 走

② のポジシ ヨンで
1塁 走者 の タツグ

走者 の 1塁 触塁 を
確認 し、 2塁 と 1

者 の動 向 に よ り、
2塁 と 1塁 のあ ら

ア ップ を確 認 し、
2塁 でのプ レイを

塁 のあ らゆるプ レ
イを引 き受ける。

ゆ るプ レイを引 き

待 ち構 える。

1・

2塁 間ヘ ピボツ

2・

3塁 の中間地

点ヘ ス ライ ドし 1
塁走者 の 2塁 触塁
を見 て、 3塁 と 2
塁 のあ らゆるプ レ

受け る。

3塁 の中間地
ヘ
スライ
ドし2
点
塁走者 の動向 を注
2・

視す る。

② のポジシヨンで、
2塁 走者 のタツグ
ァ ップ を確 認 し、
3塁 でのプ レイを
待 ち構 える。

イを引 き受ける。

3B

静上 して打球 を見
定 め、内野へ 送球

打球 を引き受ける。
送球 が内野 に返球

され るまでその場
に留 まる。返球 さ

向に視野を広げる。

されれば、 3塁 方

れれば、 3塁 方向
に視野 を広げ る。

‑143‑

左

基本の動き 走者満塁・ 中堅手より右側 の打球を 1塁 塁審が追った場合

￨

i｀
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O

PL

走者が次塁ヘ
進塁 した場合

② 走者が邊巡し
ている場合

③ 走者がタッグ
アップした場合

打球 の行方・送球

打球 の行方・送球

を見なが ら、 3塁

を見なが ら、視野

② の ように動 き、
本塁でのプレイを

走者 の本塁触塁 を

①

あ らゆるプ レイを

待 ち構える。 1塁
の動向を見ながら、 走者のタッグアツ
プも確認す る。
打者走者 の 1塁 触

待 ち構 える。

塁 も確認す る。

静上 して打球 を見
定 め、内野へ送球

打球 を引き受ける。

確認 し、本塁 での

lB

2B

3B

を広げて 3塁 走者

送球 が内野に返球

され るまでその場

されれば、 1塁 方

に留 まる。

向に視野を広げる。

向に視野を広げる。
②同様 に動 く。

ステップバ ックし、 ① のポジシ ヨンで

② のポジシ ヨンで

打者走者 の 1塁 触

2塁 及 び l塁 走者

2塁 走者 の タッグ

塁及 び 1塁 走者 の

の動向に対応する。

ア ップ を確 認 し、

2塁 触塁 を確認 し、

2塁 及 び 1塁 走者

1塁 と2塁 でのプ

2塁 と 1塁 でのあ

の帰塁 のプレイな

レイに備 える。

らゆるプ レイを引

どにも備 えなけれ

き受ける。

ばな らない。

打球 の方向 に正対
し、送球線 などを

打球 の行方 を見な
が ら、 3塁 走者 の

アップを確認する。

考 えなが ら、触塁

動 きを注視 し、①

ボールのあ る場所

確認 やジヤ ツジす
るのに相応 しい位

又は③ 同様に動 く。

に正対 し次のプレ

3塁 走者 のタッグ

イに対応す る。

置 で待 ち構 える。
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基本 の動 き 走者満塁・ 左翼手 よ リライ ン寄 りの打球 を 3塁 塁審が
追 った場合

(内 野手 が前進守備 の場合)

日
︶
▲
・
′︵
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走者 が次塁ヘ
進塁 した場合

② 走者が邊巡 し
ている場合

③ 走者がタッグ
アツプした場合

PL

打球 の行方 を見な 打球の行方 を見な
が ら、 2塁 走者 の が ら、 3塁 走者の
3塁 触塁 を確認 し、 動 きを見て、①又
3塁 走者 の本塁触 は③のプレイに備
える。
塁 を見る。本塁 で
あ らゆるプ レイを
待 ち構 える。

打球 と送球線 を考
えなが ら3塁 走者
のタッグアツプを
確認。その後、本
塁上でのプ レイを
待 ち構 える。

lB

2塁 間ヘ ピボツ
トター ン し、打者
走者 の 1塁 触塁 を
確認 し、 2塁 と 1
塁 のあ らゆるプ レ
イを引 き受ける。

①

2B

1・

① 同様 に動 き、打 ② のポジシ ヨンで、
1塁 走者 のタッグ
球 の状況 と 1塁 走
者 の動 向 に よ り、 ア ップ を確 認 し、
2塁 と 1塁 のあ ら 2塁 でのプレイを
ゆるプレイを引 き 待 ち構 える。
受ける。

3塁 間ヘ ピボツ
トター ン し、 1塁

3塁 の中間地
点 に入 り、 2塁 走

走者 の 2塁 触塁 を
見 て、 3塁 と 2塁
のあ らゆるプ レイ
を引 き受ける。

者 の動向 を注視す
る。

2・

2・

ADV:CE:

② のポジシヨンで、
2塁 走者 のタッグ
ア ップ を確 認 し、
3塁 でのプレイを
待 ち構 える。

テキサス性 のヒッ
トや野手 の落球
で走者が進塁す
る場合 は、 3塁
のプレイをカバー
に走る。

3B

静上 して打球 を見
定 め、内野へ送球
されるまでその場
に留 まる。返球 さ
れれば、 3塁 方向
に視野を広げ る。

打球 を引き受ける。
送球が内野 に返球
されれ ば、 3塁 方
向に視野を広げる。
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同

基本 の動 き 走者満塁・ 左翼手 か ら右翼手 までの打球 を 2塁 塁審 が
追 った場合

(内 野手が前進守備の場合 )

■︑
○
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①

走者が次塁ヘ
進塁 した場合

② 走者が透巡し
ている場合

打球 の行方 を見な 打球 と送球線 を考
えなが ら本塁前方
が ら、 3塁 方向 に
に出て、 2塁 走者
視野 を広げ、 3塁
のタッグアップを
の
の
び
2塁
走者
及
動 向 を見 なが ら、 確認 し、本塁 での
本塁 でのあ らゆる プレイを待 ち構 え
る。
プレイを待 ち構 え
る。

PL

打球 の行方 を見 な
が ら、 3塁 走者 の
本塁触塁を確認 し、
本塁 のあ らゆるプ
レイを待ち構 える。

lB

① 同様 に動 き、視
野 を広げ打者走者
走者 の 2塁 触 塁、 と 1塁 走者 の動向
を見 る。 2塁 走者
打者走者 の 1塁 触
の
と
帰塁 のプレイ も
塁 を確認 し 1塁
の
らゆるプ
2塁 あ
引 き受ける。
レイを引き受ける。

2B

静上 して打球 を見
定 め、内野へ送球

2塁 間ヘ ピボツ
トター ン し、 1塁

1・

されるまでその場
に留 まる。返球 さ
れれば、 2塁 方向
に視野を広げる。

3B

2塁 走者 の 3塁 触
塁 を確認 し、 3塁
でのあ らゆるプ レ
イに対応す る。

③ 走者がタッグ
アップした場合

① のポジシ ヨンで
1塁 走者 のタッグ
ア ップ を確 認 し、
1・ 2塁 でのプ レ
イに備 える。

打球 を引き受ける。 ①及び②の様に動
く。
送球が内野内に返
球 されれ ば、 2塁
方向 に視野 を広げ
る。

3塁 走者 と2塁 走
者 の動 きを見 なが
ら打球方向に正対
し、送球線 な ども
考 えなが ら触塁確
認や ジヤツジす る
のに相応 しい位置
で待 ち構 える。
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3塁 走者 のタツグ
ア ップ を確 認 し、
3塁 でのプレイに
備 える。

基本の動き 走者満塁・右翼手よリライン寄 りの打球を 1塁 塁審が追 っ
た場合

(内 野手が前進守備の場合)
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走者が次塁ヘ
進塁 した場合

② 走者が邊巡 し
ている場合

③ 走者が タッグ
アップした場合

PL

打球 の行方・送球
を見なが ら、 3塁
走者 の本塁触塁 を
見 て、打者走者の
1塁 触 塁 も確認す
る。

打球 の行方 ・送球
を見 なが ら、視野
を広 げて 3塁 走者
の動向を見ながら、
打者走者 の 1塁 触
塁 も確認す る。

② の ように動 き、
本塁でのプレイを
待 ち構える。 1塁
走者のタッグアッ
プも確認す る。

lB

静上 して打球 を見
定 め、内野へ 送球
されるまでその場
に留 まる。

打球 を引き受ける。 打球を引き受ける。
送球が内野に返球 ②同様 に動 く。
されれば、 1塁 方
向に視野を広げる。

2B

内野内 (内 野内ポ
ジシ ョン付近 を目
標 )に 入 り 1塁 走
者 の 2塁 触塁 を確
認 し 1・ 2塁 間及
び 2塁 でのプレイ
を待 ち構 える。

① のポジシ ヨンに
入 り、 2塁 及 び 1
塁走者 の動向 に対
応す る。 2塁 及 び
1塁 走者 の帰塁 の
プレイな どにも備
えなければならな
い。

①

② のポジシ ヨンに
入 り、 2塁 走者 の
タッグア ップを確
認 し、 1・ 2塁 で
のプレイに備 える。

ADV:CE:
タッグア ップを
延長線 で見 よう
とせず、瞬 間的
に内野内へ移動
で きるように動
く。

3B

打球 の方向 に正対
し、送球線 などを
考 えなが ら、触塁
確認 やジヤッジす
るのに相応 しい位
置 で待 ち構 える。

打球の行方 を見な 3塁 走者 の タッグ
がら、 3塁 走者の アップを確認する。
動きを注視 し、① ボールのあ る場所
又は③同様に動く。 に正対 し次 のプレ
イに対応す る。
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二 人 制 メ カ ニ ク ス
メカニクスの要点】
【
本来、四人制メカニ クスの基本原則が三人制ならば、三人制→ 四人
制へ と習得するのが順序 です。 しか し、全国的に高校野球の現場 では
殆 ど四人制が主流です。
平成17年 度版 よ り、三人制メカニ クスの掲載 を復活 したのは、

1
2
・3

遊撃手側 の内野 に位置する塁審の基本
打球 に対する判 断
空 いた塁へ のカバー リング

など、四人制 のメカニクス をさらにグレー ドアップす るためです。従 っ
て、本掲載分 は三人制審判の全てではあ りません。
また、機会 を見 て三人制・二 人制 も経験 しなが ら、 さらに技術向上
を目指 して研鑽 されることを願 ってやみません。
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1.ポ ジシ ョン
(1)無 走者、走者 3塁 の場合 の位置 は四人制 と同 じである。
(2)走 者 1塁 、 1・ 3塁 、満塁 の場合 …… 3塁 塁審 は 2・ 3塁 間内
野内 に位置する。

(3)走 者 1・ 2塁 、 2塁 、 2・ 3塁 の場合 …… 1塁 塁審 は 1・ 2塁
間内野 内に位置する。
◆ ダイヤモ ン ド内に入 る

1塁

。3塁 塁審 の位置

※四人制 の 内野 内 に入
る位 置 よ り 2〜 3m
ホーム寄 り
『今後 の課劉
三人制メカニ クスにおいて、ワーキ ングエ リア (マ ウ ン ド後方 の
エ リアで、
複数 の走者 を抱 えてい るときに位置す る基本的な場所)
を活用 した動 きを検討 してい く。

2.ハ ー フスイングの判定

(チ エツクスイ ング)

どの様 なケースにおいて も

:11言 :こ ￨::量 量亘票 〕>

ハーフスイング (チ ェツクスイ
ング)の 判定 を行なう。

3.外 野へ の打球 の責任範囲
※ファウルライ ンの外側及 び内野内に位置 した 1塁 ・ 3塁 塁審 は、
打球 は追わず (stay outし ない)、 確認 ・判定後 速や かに次 のプ
レイに備 える。
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打球 に対す る各審判 の責任範囲 については、各図 をよ く見 て理解
して下 さい。
また、他 の審判 との合図交換は更 に重要 にな ります。たえず合図
交換 をしてプレイにのぞんで下 さい。

基本の動 き 無走者・ 中堅手よ り右側 に打球が飛んだ場合

PL

打者走者 の 1塁 触塁 を確 認 し、 3塁 での

lB

打球 の行方 を確認後、 1塁 及 び本塁へ の

プレイに備 える。
プレイに備 える。

3B 2塁 方向内野内に移 動 し、 2塁 でのプ レ
イに備 える。

基本の動 き 無走者・ 中堅手よ り左側 に打球が飛んだ場合

PL
lB
3B
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本塁前方内野内に入 り、プレイの状況を
見ながら、すべての塁のプレイに備える。
打者走者 の 1塁 触塁を確認 し、 1・ 2塁
でのプレイに備える。
打球 の行方を確認・判定後、 3塁 でのプ
レイに備える。

基本 の動 き 走者 1塁・ 中堅手よ り右側 に打球 が飛 んだ場合
PL

本塁前方 に出て打者走者 の 1塁 触塁 を確
認 し、 3塁 での プ レイに備 える。 (1塁

Ｂ Ｂ
ｌ ３ｍ

走者 の タッグア ップを見 る。)
打球 の行方 を確認・判定後 1塁 及 び本塁
でのプレイに備 える。

2塁 及 び 1塁 でのプレイに備 える。

基本 の動 き 走者 1塁・ 左中間 に打球 が飛 んだ場合

PL
lB

3塁 でのプレイに備える。
打者走者の 1塁 触塁 を確認 し、本塁での
プレイに備える。(1塁 走者のタッグアツ

Ｂ
３ｍ

プを見る。
)

打球の行方 を確認後、 2塁 でのプレイに
備える。

基本 の動 き 走者 1塁・ 左翼手左側 (左 翼線)に 打球 が飛 んだ場合

PL 3塁 ライン上に出て、打球 の行方 を確認・
lB

判定後、 3塁 でのプレイに備 える。
打者走者 の 1塁 触塁 を確認 し、プ レイの
状況 を見 なが ら、 1塁 及 び本塁でのプ レ
イに備 える。 (1塁 走者 の タッグア ツプ
を見 る。
)

3B l塁 走者 の 2塁 触塁 を確認 し、 2塁 での
(infl
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プレイに備 える。

１合
者場
走だ

基本の動 き

2塁・ 右翼手より右側

(右 翼線)に 打球 が飛ん

PL l塁 ライン上に出て、打球の行方及び打
者走者の 1塁 触塁を確認 し、本塁でのプ
レイに備える。 (1塁 走者 のタッグアッ
プを見る。
)

ヾ
胡 梶蓋
まF鑓 滞 貫
け 、
(2塁
走者 の タッグア ップを見 る。)

3B 2塁 走者 の 3塁 触塁 を確認 し、 3塁 での
プレイに備 える。

基本の動 き 走者 1. 2塁・ 右中間 に打球 が飛んだ場合
PL

Ｂ
・ω

打者走者の 1塁 触塁を確認 し、本塁での
プレイに備える。(1塁 走者のタッグアッ
プを見る。
)
打球の行方を確認 。判定後、 1・ 2塁 で
のプレイに備える。 (2塁 走者 のタッグ
アップを見る。
)
2塁 走者の 3塁 触塁を確認 し、その後の
プレイに備える。

3B

基本の動 き 走者 1.2塁 ・ 中堅手より左側 に打球 が飛んだ場合

PL 2塁 走者の 3塁 触塁を確認 し、本塁での
プレイに備える。(1塁 走者のタッグアッ
プを見る。
)

lF毯
翻 F翼貌ち
飢瘍篇震
3B

でのプレイに備える。 (2塁 走者のタッ
グアップを見る。
)
打球の行方を確認 し、 3塁 でのプレイに
備える。

。ダブルプレイの場合

※ 1塁 塁審 (内 野内)は 、打球・送球から目を離
さず、本塁 。1塁 の中間方向に移動 しながらまず
2塁 塁上のプレイを判定 した後、その送球を目で
追い、 1塁 方向ヘステップ移動 して 1塁 のプレイ
を判定する。
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基本 の動 き 走者 1.3塁・ 中堅手 よ り右側 に打球 が飛んだ場合

PL

プレイの状況 を見 なが ら、本塁でのプ レ
イに備 える。 (3塁 走者 の タッグア ップ
を見 る。)

lB

打球 の行方及 び打者走者 の 1塁 触塁 を確
認 し、 1・ 2塁 のプ レイに備 える。 (1

Ｂ
３ω

塁走者の タッグア ップを見 る。)

1塁 走者 の 2塁 触塁 を確認 し、 2・ 3塁
でのプレイに備 える。

基本の動 き 走者 1.3塁・ 左中間 に打球 が飛 んだ場合

PL

プレイの状況 を見なが ら本塁でのプレイ
に備 える。 (3塁 走者 の タッグア ップを
見 る。
)

lB

打者走者 の 1塁 触塁 を確認 し、 1・ 2塁
でのプ レイに備 える。 (1塁 走者 の タッ
グア ップを見 る。)

3B

打球 の行方および 1塁 走者 の 2塁 触塁 を
(infl
確認 し、 2・ 3塁 のプレイに備 える。

基本 の動 き 走者
船

1.3塁 ・ 左翼手よ り左側

(左 翼線)に 打球 が飛んだ

PL 3塁 ライン上に出て、打球の行方を確認・
判定後、本塁 での プ レイに備 える。 (3
塁走者の タッグア ップを見 る。
)

lB

打者走者 の 1塁 触塁 を確認 し、 1・ 2塁
でのプ レイに備 える。 (1塁 走者 の タッ

Ｂ
３ｍ

グアップを見 る。)
1塁 走者 の 2塁 触塁 を確認 し、 2・ 3塁

でのプレイに備 える。
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基本 の動 き 走者 2塁・ 右翼手よ り右側 (右 翼線)に 打球 が飛んだ場合

PL l塁 ライン上に出て、打球の行方及び打

Ｂ
・ω

者走者の 1塁 触塁 を確認 し、本塁でのプ
レイに備える。
ステ ップバ ック し、プレイの状況 を見な
が ら、 1。

2塁 で の プ レイ に備 え る。

(2塁 走者 の タッグアップを見 る。)
3B

2塁 走者 の 3塁 触塁 を確認 し、3塁 での
プレイに備 える。

基本 の動 き 走者 2塁・ 右中間 に打球 が飛 んだ場合

PL

打者走者 の 1塁 触塁 を確認 し、本塁での
プレイに備 える。

lB

打球 の行方 を確認 し、 1・ 2塁 でのプレ
(infl
イに備 える。 (2塁 走者 の タッグア ップ
を見 る。)

3B 2塁 走者 の 3塁 触塁 を確認 し、その後 の
プレイに備 える。

基本の動 き 走者 2塁・ 中堅手より左側 に打球 が飛 んだ場合

PL 2塁 走者 の 3塁 触塁 を確認 し、本塁での
プレイに備 える。

lB

ステ ップバ ツク し、打者走者 の 1塁 触塁

(infl

を確認 し、プレイの状況 を見 なが ら、1・
2塁 での プ レイに備 える。 (2塁 走者 の

3B

打球 の行方 を確認 し、3塁 でのプレイに

タッグア ップを見 る。
)
備 える。
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基本の動 き 走者 2.3塁 ・ 右翼手よ り右側 (右 翼線)に 打球 が飛ん
だ場合

PL l塁

ライ ン上 に出て、打球 の行方及 び打

者走者 の 1塁 触塁 を確認 し、本塁でのプ

Ｂ
・ω

レイに備 える。
ステ ップバ ック し、プレイの状 況 を見 な

が ら、 1・

3B

2塁 で の プ レイ に備 え る。

(2塁 走者 の タッグア ップを見 る。)
2塁 走者 の 3塁 触塁 を確認 し、 3塁 での
プレイに備 える。(3塁 走者 のタッグアッ
プを見 る。
)

基本の動 き 走者 2.3塁 ・ 右中間 に打球 が飛んだ場合
PL

打者走者 の 1塁 触塁 を確認 し、本塁での

lB

打球 の行方 を確認 し、 1・ 2塁 でのプレ

プレイに備 える。
イに備 える。 (2塁 走者 の タッグア ップ
を見 る。
)

3B

2塁 走者 の 3塁 触塁 を確認 し、 3塁 での
プレイに備 える。

基本の動 き 走者 2.3塁・ 中堅手よ り左側 に打球 が飛 んだ場合
PL

3塁 走者 の本塁触塁及び 2塁 走者 の 3塁

lB

触塁 を確認 し、本塁 でのプレイに備 える。
(3塁 走者 の タッグア ップを見 る。)
ステ ップバ ック し、打者走者 の 1塁 触塁
を確認 し、1・ 2塁 でのプ レイに備 える。
(2塁 走者 の タッグアップを見 る。)

3B

打球 の行方 を確認 し、 3塁 でのプレイに
備 える。
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基本 の動 き 走者満塁・ 中堅手よ り右側 に打球 が飛んだ場合
PL

lB

3塁 走者の本塁触塁及び 2塁 走者の 3塁
触塁 を確認 し、本塁でのプレイに備える。
)
(3塁 走者のタッグアップを見る。
打球の行方及び打者走者の 1塁 触塁 を確
認 し、 1・ 2塁 で の プ レイ に備 える。

Ｂ
３ω

)
(1塁 走者のタッグアップを見る。
1塁 走者の 2塁 触塁 を確認 し、 2・ 3塁

でのプレイに備える6(2塁 走者 のタッ
グアップを見る。
)

基本 の動 き 走者満塁・ 左中間 に打球 が飛んだ場合

PL 3塁 走者 の本塁触塁及 び 2塁 走者 の 3塁
触塁 を確認 し、本塁 でのプレイに備 える。
(3塁 走者 のタッグアツプを見 る。)

lB

打者走者 の 1塁 触塁 を確認 し、 1・ 2塁
での プ レイに備 える。 (1塁 走者 の タッ
グア ップを見 る。
)

3B

打球 の行方及 び 1塁 走者 の 2塁 触塁 を確
(infl
認 し、 3塁 での プ レイに備 える。 (2塁
)
走者 のタッグア ジプを見 る。

基本 の動 き 走者満塁・ 左翼手よ り左側 (左 翼線)に 打球 が飛んだ場合

PL 3塁 ライン上に出て、打球 の行方 を確認・
lB

判定後、本 塁 での プ レイに備 える。 (3
)
塁走者 の タッグアップを見 る。
l塁 走者 の 2塁 触塁及 び打者走者 の 1塁
触塁 を確認 し、 1・ 2塁 でのプレイに備
)
える。(1塁 走者 のタッグア ツプを見 る。

3B 2塁 走者 の 3塁 触塁 を確認 し、 3塁 での
プレイに備 える。(2塁 走者 の タッグアッ
プを見 る。
)
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基本の動 き 走者 3塁・ 中堅手よ り右側 に打球 が飛 んだ場合

lB

打者走者 の 1塁 触塁、お よび 3塁 走者の
本塁触塁を確認 し、本塁に留まる。
打球の行方を確認 。判定後、 1・ 2塁 で

3B

のプレイに備える。
3塁 でのプレイに備える。 (3塁 走者 の

PL

タッグアップを見る。
)

基本の動 き 走者 3塁・ 中堅手より左側 に打球が飛んだ場合
PL

3塁 走者 の本塁触塁 を確認 し、本塁での
プレイに備 える。(3塁 走者 の タッグア ッ

lB

打者走者 の 1塁 触塁 を確認 し、 1・ 2塁
でのプ レイに備 える。
打球 の行方 を確認 。判定後、 3塁 でのプ

プを見 る。
)

3B

レイに備 える。
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外審 の定位置 および動 き方
定位置 野手お よび前方 の審判員 に視界 を遮 られない ようライ ン
か ら約 1.5m内 側 で、ポールと塁審 との 中間に位置す る。

2.担 当範囲
(1)打 球 に対するフェア、フアウルの判定 は、一 。三塁塁審 を越 え
て くる打球 のすべ て とす る。
(2)中 堅手が定位置 の前後 に動 く打球 を含め左側 の打球 を レフ ト側
の外審が、中堅手が右側 に動 く打球 をライ ト側 の外審が担当する。

(3)無 走者又 は、二死走者三塁で二塁塁審が発蠅に使見上工￡ん聴
は、図で示 した範囲の打球 を担当す る。
(4)二 塁塁審 と外野審判が共 に打球 を追 つた場合 は、二塁塁審が優
先す る。

3.動 き方
打球が ライ ン際へ飛 んだ場合
(1)野 手 の動 きに注意 して前後に移動 し、打球 を避けなが らファウ
ルラインをまたいでフェア、 ファウルの判定 をする。
(2)ポ ール際の飛球 は速やかに打球 を追い、ポールの正面でフアウル
ラインをまたいで静上 し、ポールとの関係 を良 く見極 めて判定する。
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特 別 寄 稿
参

考
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プレー ト ア ンパ イア
ノ ンフ イクシ ョン作家
佐
(日

山

和

夫

本高等学校 野球連盟顧 問)

初期 のベー スボー ルでは、 ア ンパ イアは一 人だ つた。
それ も、ホー ム 0プ レー トか ら少 し離れ た ところで、 ス テ ッキな
んか持 って、悠然 とゲ ーム場 を見渡 してい た。

それもそのはず。 ア ンパ イアの主たる任務 とい うのが、ゲームが
平和裡 に行 われてい るか どうかを確認す ることだつたからだ。
打者 は、打 てそ うな球が来ればす ぐに打 つたか ら、カウン ト・コー
ル も先ず は必 要 なか った。今 も書 の ままに行 われて い るヴ イ ン
テージ・ベースボール (古 式野球)を 見ればよくわか る。
それに して も、どうして彼 は捕手 の後 ろに立たず、そ こよ り数
メー トル も一塁側 に寄 った辺 りにい るのか。それは、捕手が下手投
げ投手か らの球 をワンバ ウン ドで捕 っていたか らで、その動 きが大
きか ったか らだ と思われる。グラウ ン ドの状況 も、今 よ り悪か つ
た。審判 の様 々な位置取 りが、試験的 に始 まったのは、このあとだ。
歴史上、初めて捕手 の後 ろに立ったア ンパ イアは、 ジヨン・ ギャ
フニー とい う人 だった とされる。一人八五年 のことだつた。 とい
うことは、つ まり、 この時代 にはもう捕手 もノーバ ウン ドの球 を受
けられるほどに上達 していたのだ。
ただ し、それは走者 のないときに限 られていて、ランナーが出る
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と、彼は投手の背後に移動 した。状況によってア ンパ イアが移動す
るのはよ くない とされて、やがて二人制、三人制へ と移 っていった
ことは容易に理解 で きるところだ。
しか し、何人制になろ うと、特にブ レー ト・ア ンパ イアの危険度
は小 さくなってはいず、む しろ、野球 自体 の高度化 に伴 って、ます
ます大 きくさえなっている。そのことを知 るファンは、ア ンパ イア
に対 して、密かに同情 と支援 と感謝の気持ちを持 つている。
2006年 夏、アメ リカに逮征 した高校 ジャパ ンが、東部からの帰 り、

南加大球場 で地元若者 たちの代表チーム と試合 した ことがあ った。
斎藤佑樹投手や田中将大投手たちス ター選手 たちの人気 もあって、
ス タン ドは満員。ゲームの球審 を担 当 していたのは、 日本チームに
同行 していた日本高等学校野球連盟審判委員 の 日野高氏だった。
試合の途中で、ある打者 のフアウル・チ ップが、運悪 く彼 の身体
をしたたかに直撃 した。
「 ウッ」 と唸る彼 の声が聞 こえそ うだった。
しか し、一瞬の動揺 はあった ものの、彼はす ぐに身を正 し、毅然
として痛みに耐える姿勢 を保 った。その背中に、ス タン ドか ら日本
語の大 きな声が飛 んだ。
「ア ンパ イア、がんばれ― ￨」
満員 の観客席が どっと沸 いた。する と日野氏はクル リとスタン ド
を向 くと、直立のまま深 く一ネLし た。 日系人の大応援団 とアメ リカ
人野球 ファンを、一瞬に して拍手で一体化 させた見事な彼の ジャッ
ジメン ト"だ った。
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平成25年 度「高校野球用具 の使用制限」
※「審判 の手引 き」は、2年 毎 の発刊 のため、
平成26年 度 は、変更 の可 能性 があ ります。
その場合 は、当連盟 のホームページ httpノ /
― woihbf.Or.jp/を ご参照下 さい。

公益財団法人
◇ 対

日本 高 等 学 校 野 球 連 盟

象

日本高等学校野球連盟ならびに各都道府県高等学校野球連盟が主
催する各種高等学校野球大会および国民体育大会、明治神宮野球大
会に参加するすべての参加者の用具に適用する。
◇ 制限の伝達 と指導
本制限は、
各都道府県高等学校野球連盟 を通 じ各加盟校へ伝達 し、
平素の練習時にも注意を促 し、特に報道関係等からの写真取材 を受
ける場合 には十分な配慮をするよう指導する。
◇ 使用制限

1.ユ ニ フオーム
ユニ フォームの表面にはいかなる商標、マー クもつ けてはなら
ない。ユニ フォームには校名、校章、都道府県名 または地名 の表
記 に限る。ただ し、校名、校章に準 じるものは差 し支 えない。
裾 を極端 に絞った変形 ズボンは使用 で きない。
また、上着 とズ ボ ンの色合 いが異 なる もの

(ツ

ー トンカ ラー)

は、使用 で きない。なお、 メッシュ等薄手 のユ ニ フオーム着用時
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に、ア ンダーシャッの商標 が透 けて見 えない よう注意、指導す る。

2.帽 子、ア ンダーシャッ、ス トッキ ング、ア ンダー ソックス
帽子、 ア ンダー シャッ、ス トッキ ングはそれぞれ外部 か ら見 え
る表面 にはいかなる商標、マー クもつ けてはならない。
ハ イネックのア ンダーシャッの襟首部分 には学校名な ど、一切
表記 はで きない。
スパ ッツ系 のアンダー シャッについて、使用 を認 める。なお、
出場選手全員 に統一 させ るかについては違和感がないため、全員
が同 じ物 を着用す ることを求 めないこ ととす る。
ス トッキ ングには校名、校章な どの表記 はで きない。 また、商
標 が表 に出る意匠の ものは、一切使用 で きない。
ア ンダー ソックス

(白

に限る)は 、必ず着用する こと。

3.ベ ル ト
色 は黒 または紺

(ラ

イ トブルーは不可)色 とし、エナ メルは使

用 で きない。商標 は型押 し以外 の ものをつ けてはならない。

4.ス パ イク
スパ イクの表面 は黒一色 とし、エ ナメルは使用 で きない。底 は
黒 をベース にシルバー色系か ゴール ド色系 の どちらか とし、その
面積 は50%を 超 えてはならない。赤、青、緑等 の際立 った色 を使
用 した ものは着用 で きない。
革底 の場合 はベースカラー に茶系色 も使用で きる。
商標、マ ー クを、ベロ革部分 に入れる大 きさは縦 3セ ンチ、横

5セ ンチ以内 とし、底部には10平 方 セ ンチ以内の大 きさで 1箇 所
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表示す ることがで きる。色 は表示する場所 と同系色 とす る。
スパ イクには校名、校章な どの表記 はで きない。 また、スパ イ
クのベロ革部分 に氏名や番号 をつ ける ことも禁止する。
また、甲被 にはライ ンを両サイ ドにそれぞれ 1箇 所、本体 の黒
と同色 で入れる ことがで きる。
足首防護 目的のハ イカッ トスパ イクは使用 して も構 わない。
5。

トレーニ ングシューズ
色 は自または黒 とす る。靴底 の色 は自もしくは黒、濃紺であれ

ば同一色 でな くて も構 わない。
氏名 または番号 を入れる場合、甲部分 (ベ ロ革部分周辺)一 箇
所 のみ とす る。

6.ウ イ ン ドブレー カー

(グ

ラウ ン ドコー ト等)

ウイ ン ドブ レー カー (グ ラウ ン ドコー ト等)の 表面 には、いか
なる商標、マークもつけてはならない。氏名は袖部 のみに洗濯ネー
ム程度 の大 きさの表示 を認める。
また、校名、校章の表記 はそれぞれ 1箇 所ずつ とす る。
なお、フー ド付 の コー ト等 は認 めない。
レメッ ト
7. ヘ リ
必ず両耳付 の ものを着用す ること。
打者お よびベースコーチは、
打者用、捕手用 とも、
「製品安全協会」の SGマ ー クが付 け られ
てい るものに限る。色 は黒、紺 または自のいずれか一色 とす る。
ヘ ルメッ トの表面 にはチ ー ムの校名お よびその頭文字、校章、
番号以外 の表示 はで きない。
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また側頭部へ の校名 などの表記 を禁上 し、
前頭部 1箇 所 とする。
なお、後頭部 または側頭部へ の番号表記 は差 し支 えない。
表面がつや消 し処理 されたヘ ルメ ッ トの使用 は認 める。
8。

バ ット
木製の着色バ ットの使用 を認める。ただし、使用できる着色バ ッ
トは、 日本 アマチ ュ ア野球規則委員会運用基準 による もの とし、

以下の通 りとす る。

1)黒 ・ ダークブラウン系、赤褐色系及 び淡黄色系 とす る。

2)木 目を目視 で きるもの とす る。
3)拙 劣 な塗装技術 を用 いてい ない もの とす る。 (例 えば、ボー
ルに塗料が付着するなど。
)
金属製バ ッ トは、
「製品安全協会」 の SGマ ー クが付 け られて
い る ものに限る。色彩 は金属 の地金の色、木製 に近 い色 または黒
とす る。ただ しプレイの妨 げ となるような反射す るものは認 め ら
れない。木製お よび金属製バ ッ トの商標 は次の通 りとす る。

(1)バ ッ トの先端部分 にはバ ッ トモ デル とバ ッ トの品名 ・品番 ・
材種 のみ を表示 す るもの とし、マー ク類 は表示 で きない。 この
表示 の大 きさは、バ ッ トの長 さに沿 って縦 5セ ンチ、横 9.5セ
ンチ以 内 とす る。但 し軟式用バ ッ トの表示 の大 きさは縦 8セ ン
チ、横28セ ンチ以 内 とす る。
文字 の大 きさは縦、横 とも2セ ンチ以内でなければならない。

(2)握 りに近 い部分 には、製造業者 または製造委託業者 の名称 を
含む商標 を表示 す るもの とし、 この表示 の大 きさは、バ ッ トの
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長 さに沿 って縦6.5セ ンチ、横 12.5セ ンチ以内 とす る。

(3)金 属製バ ッ トで製造業者

(日

本高等学校野球連盟 で使用認可

の登録 を受けた業者)の 名称 1、 2項 と別に表示 す る必要 のあ
る場合 は、握 りに一番近 い部分 に表示す ることとし、大 きさは
バ ッ トの長 さに沿 つて、縦 1セ ンチ、横 4セ ンチ以内 とす る。
ただ し、軟式用 バ ッ トはテーパ部 にはリング等商標 と認識 され
ない印刷 は認 める。

(4)こ れ らの表示 は金属 の地金の色 または木製に近 い色 の場合 は
黒色 とし、本体 が黒の場合 は金属 の地金の色 または木製 に近 い
色 とし、すべ て同一面 の 1カ 所 だけとす る。

(5)グ リップテー プの色 は、黒 もしくは茶系 とす る。
(6)マ ス コッ トバ ッ トの長 さの制限については、通常バ ッ トの長
さ (42イ ンチ以下)と 同様 とす る。

9,手

袋

手袋 は次の条件 を付 して使用 を認める。

1)色 は黒 もしくは自とする。商標 は手袋 の素材 と同色 の もの を
表面 の 1箇 所 のみに表示 す ることとし、その大 きさは 7平 方 セ
ンチ以下 とす る。

2)ス プレイの使用 は手袋 の磨耗が激 しく、打者が優位 になるこ
ともあるので禁止す る。

3)出 塁時に、 ひとまわ り大 きいサイズの走塁用手袋 の使用 は認
めない。

4)守 備時の野手の手袋 の使用 を認める。
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手首、足首、指等 の保護 ガー ド (サ ポーター等)の 使用について

10。

テー ビングと同様 の効果が得 られる手首、
足首、
指等 の保護 ガー
ド (サ ポー ター等)は 、試合前

(メ

ンバ ー交換時)に 主催者 。審

判員 に申 し出て許可 を得 た ものの使用 を認める こととす る。ただ
し、色 は黒 または肌色、 自一色 とす る。
また、手袋 と一体型 の ものの使用 も認める。
なお、商標 は素材 と同色 の ものを 1個 所 のみに表示す ることと
し、その大 きさは 7平 方 セ ンチ以下 とす る。

11.レ ッグガー ド、エルボー ガー ド
レッグガー ド、エルボー ガー ドの使用 を認 める。色 は黒、紺 ま
たは自のいず れか一色 とし、表面 にはいかなる商標、マ ー クもつ
けてはならない。

12.グ ラブ、 ミッ ト
カラー グラブ、 ミッ トは使用 で きない。ただ し黒 については使
用 して も構 わない。グラブ、 ミッ トに表示す る商標 は、布片、刺
繍 または樹脂 の成型物のほか、連盟が認めた もの とし、 これを表
示する箇所 は背帯あるい は背帯 に近 い部分、 または親指 のつ け根
の部分 の うちいずれか 1箇 所 とし、その大 きさは縦 4セ ンチ、横

7セ ンチ以 内 とす る。
投手用 グラブで本体 と異 なる色の しめひもについては、公認野
球規則 1・ 15の 通 りとす る。ただ し、 しめひもが本体 と同系色 で
日立たない もの については差 し支 えない。
投手用 グラブのはみだ し部 の色 は、グラブ本体 と同系色 で 目立
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たない もの、 もしくは革 の 自然色 とす る。 また縫 い糸 の色 につい
ては特 に制限を定 めない。
投手用 グラブに商標 を布片 または刺繍 によって表示す る場合、
その色 は文字 の部分 を含 み、すべ て 白または灰色以外 の色でなけ
ればならない。品名、品番 、マー ク類 などをス タンプによつて表
示す る場合 の色 は、黒 または焼印の 自然色 でなけれ ばならない。
野手 のグラブの しめひ もは、本体色 と同系色 とす る。ただ し、
黒色 と茶系色 の しめひもに限 つては本体色 にかかわらず使用 で き
る。 しめひもは長す ぎない こと。親指 の長 さ程度にする こと。
また、グラブ、 ミッ トの表面 (受 球面 ・背面)に 刺繍 で氏名、
番号、その他 の文字 を表記す ることを禁止する。

13.捕 手用具

(マ ス ク、ヘ ルメッ ト、プロテクター、 レガーズ、ス

ロー トガー ド、急所 カップ)
投球練習時 (座 って捕球す る時)に は、捕手用具 を装着する こ
と。色 は黒、紺 または革 の 自然色 に限 り、特 に赤 、青 、緑色の も
のは使用 で きない。
捕手用具 の表面 にはいかなる商標、マー ク (型 押 しも含む)も
つ けてはならない。

14.捕 手 の膝痛軽減用パ ッ ドの使用 について
捕手 の膝痛 を軽減す る目的で、 レガース に装着するパ ッ ドの使
用 を認める。ただ し色 はレガース と同 じ色 の黒 または紺一色 とす
る。なお、外か ら見 える部分 に商標 はつ け られない。

15.サ ングラスの着用
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サ ングラスを使用する可能性 のある時は、試合前

(メ

ンバ ー交

換時)に 主催者 。審判員 に申 し出て許可 を得 た ものの使用 を認め
ることとす る。メガネ枠 は黒、
紺 またはグレーなどとし、メー カー
名 はメガネ枠 の本来 の幅以内 とす る。グラスの眉間部分へ のメー
カー名 もメガネ枠 の本来の幅以内 とす る。 また、著 しく反射する
サ ングラスの使用 は認 めない。
16。

マ ウスガー ド (マ ウス ピース)
自または透明なものに限 り使用 を認 める。

17.投 手用ヘ ッ ドギア
打撃練習時において「製品安全協会」 の SGマ ー クが付 け られ
てい るものの着用 を義務付 ける。
18。

審判用具 の商標規 制
大会 で委嘱 した審判員 はその被服、マス ク、プロテクター、ボー

ルケース など外か ら見 える部分 にはぃかなる商標 もつ けてはなら
ない。 またスパ イクは黒一色 とす る。

19.そ

の 他

(1)本 規制に定めのない もので、直接競技 の用具 となる ものに過
大 な商標、マー クがつ け られてい るものが判明 した場合は追っ
てその規制 を定 める。

12)本 規制 で認 め られた商標 の大 きさであ って も、プレイの妨げ
となった り際立った色彩のものである場合 は修正 を申 し入れる。
以
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上

金 属製 バ ッ トの 日常点検 と取 り扱 い
金属製バ ッ トの安全性 と耐久性 については、現在 、製品安全協会 が
定 めた新安全基準 で品質の管理が図られています。しか し、金属製バ ッ
トにもそれな りの寿命 があ り、使用回数 に比例 して金属が疲労 し、 ヒ
ビ割れや表面 の しわ、へ こみなどの変化 が現 れて きます。
したが って、危険な折損事故 を未然 に防止す るためにも、各チ ーム
自身で必ず使用前 の点検 をす る ことが大切 です。
そ こで審判員 の皆 さん も以下 の内容 をご承知 お きいただ き、大会前
の加盟校への指導、徹底や、担当される試合前 の点検 を励行 して下さい。

(1)点 検 の方法
点検 は、 日視 と触感 でへ こみや ヒビ割 れが生 じてい ないかを確 か
める。 この とき打球部 だけでな く、先端、 テーパ部 (バ ツ トが徐 々
に細 くなっている部分)、 グリップ部 な ど全般にわたつて注意す る。

(2)記 録 の保存
金属製バ ッ トの品名 。品番、購入年月、購入先 さらには実際の使
用開始 日な どを記録 し保管す る。

(3)点 検 の励行
金属製バ ッ ト点検担 当者 を定 め、毎 日、練習前 にその 日使用す る
バ ッ ト全部 を必ず点検 して、異常 の有無 を指導者 に報告 させ る。
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(4)SGマ ークの点検
SGマ ーク 〔
高校野球特別規則 1参 照〕がきちんと付いているか
を確認す る。

(5)平 成13年 秋季大会か ら使用制限の新基準品の識別
従来 は、グリップ部上部 の製造年月のアルフアベ ッ トに続 き、音
響規制対応 を表わす Sが 表示 されていたが、 これはすでに定着 して
い るため、替 わって新基準品 はN(ニ ュース タンダー ドの略)を 表
示 してい ますので確認 して下 さい。
参考〉
〈
旧基準品
新基準品

JJo AA― S(00年 11月 の略 。音響規制対応品
JJo AB― N(00年 12月 の略 。新基準品

)

)

アルファベ ッ トの記号 は、 Aが 1で 、 Bが 2と 順 に表記 し
ます。

(6)事 故品の届け出
いわゆる寿命 による疲労 ではな く、新 しい もので不審な折損や ヒ
ビ割れ、変形 の生 じたバ ッ トがあ つた場合、破損 した箇所 を保存 し
た うえで、各都道府県連盟 を通 じて 日本高等学校野球連盟に届 け出
ること。
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高校野球審判委員 の皆 さんヘ
野球規貝1に 対す る疑義あるい は試合 中に生 じた トラブル な ど、
規則適用に関する質問事項 は、都道府県高等学校野球連盟 を通 じ
て下記 の当連盟審判規則委員会 にお問い合 わせ下 さい。
なお、一般的な ご意見や ご希望 もどしどしお寄せ下 さい。
(平 成25年

公益財団法人 日本高等学校野球連盟

審判規則委員会

〒550‑0002大 阪市西区江戸堀 1丁 目22番 25号

中沢 佐 伯 記 念 野 球 会 館

TEL 06‑6443‑4661〜
FAX 06‑6443‑1593
ホームページ ht加//̲w.jhbf.orojp/
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