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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、

審判委員の回答が申し出の内容と違っていたり、説明が言葉不足で、

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

在意義を引き続き保つためにも、我々審判委員は指導者の一人として、

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。

① 4行日のカッコ内を次のように改める。(傍線部を改正)

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。

走者を除く攻撃側チームのメンバーが、1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】 との関連で
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【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

検討の結果、「投手が投球動作を止めて (ボーク)、 投手板をはずし

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。

(7)3.15【原注】の一「例」以下を7.n【注2】 とし、7.n【注】を【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。
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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。

なお高校野球では、「高校野球用具の使用制限」の9、 10に記載のと

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
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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。)
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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。
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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

である。

③ 正式試合となる回数

(規則4.09(b)、 7.10に)【注2】 )

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。

⑥ 次回の第一打者

(力巳貝14。 10(C))

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。 (ガ電貝16.01(b)、  6.05(n))

⑦ 危険防止 (ラ 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 (足、脚、腰および腕)が塁間の走者の

走路 (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。

③ 打者の背後にウエストボールを投げる

-L7-

(規則7。 08(b))



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)

⑨ アピールの場所と時期

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。

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、

てボールを交換させる。

⑫ 投手の遅延行為

(渕巳貝18.01(a))

審判員はその都度警告し

(規則8.02(a))

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 特 別 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

使用が制限される新基準品は、「 S」 に替って新たに「N」

(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)

② 金属製バットは、「金属の地金の色または木製バットに近い

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。   (規則1.10)
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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

場合) (規則1.11)

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

となることができる。 (規則3.03【注】)

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。   (規 則3.17)

8。 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。

9.試合到着遅れの選手の取り扱い

(力巳貝14.01)

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。 試合開始前の負傷による選手変更の特例

(ガ巳貝14.01)

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
(  (ガ

巳貝14.10)等学校野球選手権大会では適用しない。

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。 (ガ巳貝14。 10)

14。 4。 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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15。 変則ダブルヘッダーの規制

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。 (力冠貝J4。 13)

16。 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 (別図b

点一― b′ )か ら前方に出てはいけない。
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【別 図】
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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。 (ア マチュア野球内規⑦参照)

20。 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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ものは使用できない。             (規 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

① 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

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。

(力巳貝18.06)

25。 規貝19.02(C)【原注】では、〈打者がハーフスイングをし、球審が

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

または当該選手に限る。            (規 則9.021b))
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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。)

(8.01(→ 【原注2】 ③)

(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。

-40-



【打 者 に 関 す る規 則】

(注)【※  】は、「ゼスチャーの統一」
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 (原則として球審)が判断すれば、「インフィール

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

進塁は認められない。 【※6】

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

る 。 【※7】

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

を再開する。 【※3】

(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

イに限られる。 【※24】

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)【※  】は、「ゼスチャーの統一」
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。 【※18】

3.打撃妨害発生時の盗塁 (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
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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)。 この場合、必ずしも一個の進塁

を許すとは限らない。
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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

されればアウトとなる。              【※9】

6.捕手の走塁妨害 (7.061a)【付記】)〔高校野球特別規則193

(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

なプレイを防止するために、「捕手はボールを保持している (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。    【※15】

9“ 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)、 5。 09(f》

(1)内野手 (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

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。 (7.05(i)【原注2】 )
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【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 (7.10【 7.10原注】【注1】 【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。

-58-



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

が空過したかを明示しなかったときは、「どの走者か」と聴くこと

とする。

(3)ア ピールに対する審判員のジヤッジとゼスチャーは、「アウト」

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。

このようなプレイがもしも行われた場合、規則上は7.07を適用し、

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

に往復する。           〔高校野球特別規則24参照〕

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。

② 走者やベースコーチなどが、捕手のサインを見て、打者にコー
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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。

③ 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。

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。

⑥ ヒットバイビッチ (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  〈SGマーク)が付けられていることを確認する。

② 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。

(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、「さ

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。

(2)塁審。……① 攻撃側に位置する塁審は、そのベンチに行き臨時

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

害と関係なくプレイが続いた場合は、本部にその状況を報告する。

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

かった瞬間本塁をポイントして、「Score」 とコールする。

② 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

きホームプレートを指差し、「That run s∞ res」 とコールする。

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

かって両手を交差し、「No rLm SCOres」「No run scores」 とコー

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

本部に向かって両手を交差 し、「No run scores」 「No run

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

する。続いて走者に『You second base』 。『R―er third base』 ・
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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。

10。 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」

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。

18。 野手が飛球を捕らえた後、ベンチな,どに倒れ込んだ場合

(1)野手がベンチまたはスタンドなどに倒れ込んだ場合、「フライ

アウト」の宣告に続き、「タイム」をコールし、塁上に走者がいる

場合は、各走者に一個の塁を与える。

(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、「フラ

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。

19。 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

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

スチャーをする。ただし、ベース近辺ではそのゼスチヤーはしない。

(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。

(6)ジャッジをした後の体勢 (動作)…すぐに振り向いたり、ボー

ルに背を向けないように注意し、正対したままその後の野手(ボー

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

① 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)

② 急所を守るカップ

③ レガース

(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.… .1.“
m

…
1多

°圏
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 (足の位置)

① 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」

身体を起こし、投手に正対して「ストライク」「ストライク

ツー」「ストライクスリー」とコールする。

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

場合には、そのベースに近づき大きな声で「セーフ」「オフ・ザ・

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。

4。 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

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 "“ OK")な ど、連携プレイの
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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 (角 度)を作ること

である。
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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。

送球が悪送球になった場合は、打者走者の一塁触塁を確認し、

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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lB

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。

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。

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。

2B
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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。

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。

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。

lB

Ｂ

　

　

Ｂ

２

　

　

３
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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

lB

2B

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。

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。

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。

3B
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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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① 走者が次塁ヘ

進塁した場合

打球の行方を見な

がら、 1塁走者の

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。

打者走者の 1塁触

塁を確認し、 1塁

走者が2塁 を回つ

て進塁したら、本

塁でのプレイを待

ち構える。

ステップバックし、

1塁走者の2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。

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。

打球方向に前進し

ながら、1塁走者

の動きを見て、①

同様に動く。

状況により打者走

者の追い越しなど

も注視しなければ

ならない。安打に

なれば①同様に動

く。

ステップバックし、

視野を広げて走者

の動向に対応する。

打球方向に向力ヽ 、ヽ

2塁でのプレイに

注 目しながら、 3

塁のカバーに備え

る。

1塁走者のタッグ

アップを確認する。

この間、打者走者

の追い越しなどに

も注視する。

②のポジシヨンで、

1塁走者の動向を

注視し、2塁での

プレイを待ち構え

る。

② 走者が邊巡し ③ 走者がタッグ

ている場合    アップした場合

PL

2B

lB

左左3B
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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

|

I｀
0
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① 走者が次塁ヘ

進塁した場合

打球の行方を見な

がら、打者走者の

1塁触塁を確認し、

各走者の動向を見

ながら本塁へ戻る。

ステップバックし、

1塁走者の2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。

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

がら、 1塁走者の

帰塁のプレイに備

える。打者走者の

触塁や追い越しを

注視する。

ステップバックし、

視野を広げて 1塁

走者の動向を見る。

1塁走者の帰塁や

追い越しにも備え

る。

打球の行方を見な

がら、 1塁走者の

動きを注視し、①

同様のポジシヨン

で待ち構える。

打球の行方を見な

がら、 1塁走者の

タッグアップを確

認する。

②のポジシヨンで、

1塁走者の動向を

注視し、2塁での

プレイを待ち構え

る。

②同様に動く。

② 走者が透巡し ③ 走者がタッグ

ている場合    アップした場合

PL

lB 静上して打球を見  打球を引き受ける。 打球を引き受ける。

定め、内野へ送球

されるまでその場

に留まる。

2B

3B
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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

(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。

ン

○
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① 走者が次塁ヘ

進塁した場合

打球の行方を見な

がら、2塁走者の

3塁触塁を確認し、

本塁でのプレイを

待ち構える。

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、2塁 と 1

塁でのあらゆるプ

レイを引き受ける。

3塁方向に前進し

ながら、2塁走者

の動向と2塁塁審

の動きを見て、①
又は③のプレイに

備える。

1・ 2塁間ヘピボツ

トターンし、 1塁

走者の動向により、

2塁 と1塁でのあ

らゆるプレイを引

き受ける。

【課題】3塁方向
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のポジシヨンで、

1塁走者のタッグ

アップを確認 し、

その走者の2塁で

のプレイを引き受

ける。

【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 。

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。

② 走者が邊巡し ③走者がタッグ
ている場合    アップした場合

lB

PL

2B

3B

2・ 3塁の中間地

点ヘスライ ドし、

3塁 と2塁でのプ

レイを引き受ける。

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。

2・ 3塁の中間地

点ヘスライ ドし、

2塁走者の動きに

より、3塁 と2塁
でのあらゆるプレ

イを引き受ける。

左左同
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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｀ ・

-110-



PL

2B

① 走者が次塁ヘ

進塁した場合

打球の行方・送球

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。

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。

ステップバックし、

1塁走者の2塁触

塁と打者走者の 1

塁触塁を確認し2

塁と1塁のプレイ

を引き受ける。

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

置で待ち構える。

ステップバックし、

視野を広げて走者

の動向に対応する。

1塁又は2塁へ走

者が帰塁するプレ

イや追い越しにも

備える。

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。

2塁走者のタッグ

アップを確認 し、

1塁走者の2塁で

のプレイを待ち構

える。

②同様に動く。

② 走者が邊巡し ③ 走者がタッグ

ている場合    アツプした場合

打球の行方・送球 打球の行方を見な

を見ながら、打者 がら、1塁走者の

走者の触塁や追い タツグアップを確

越しを注視する。  認する。

lB 同同

3B
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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

(GU!DE・ 球審はタイムプレイを意識する。)

〔́/〇 ｀
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① 走者が次塁ヘ

進塁した場合

打球の行方を見な

がら、3塁走者の

本塁触塁を確認し、

本塁でのプレイに

備える。

1・ 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

塁でのあらゆるプ

レイをワ|き受ける。

2・ 3塁の中間地

点ヘスライ ドし、

1塁走者の2塁触

塁を確認し、3塁

と2塁でのプレイ

を引き受ける。

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、3塁走者の

動きを見て、①又

は③のプレイに備

える。

1・ 2塁間ヘピボツ

トターンに入 り、

1塁走者の動向に

より、2塁 と1塁

でのあらゆるプレ

イを引き受ける。

視野を広げスライ

ドし1塁走者の動

きにより、 3塁と

2塁でのあらゆる

プレイを引き受け

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

確認する。その後、

本塁でのプレイを

待ち構える。

②のポジシヨンか

ら視野を広げ 1塁

走者のタッグアツ

プを確認する。追

い越しなどを注視

する。

②のポジシヨンで、

1塁走者の動きを

確認し、2塁での

プレイを待ち構え

る。

② 走者が逸巡し ③ 走者がタッグ

ている場合    アップした場合

lB

PL

3B

2B

左左
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基本の動き １
　
合

者
　
場

走
　
た

3塁・中堅手より右側の打球を 1塁塁審が追っ

|

l｀
0
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① 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

確認し、本塁での

プレイに備える。

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。

ステップバックし、

1塁走者の2塁触

塁と打者走者の 1

塁触塁を確認し2

塁と1塁のプレイ

を引き受ける。

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

置で待ち構える。

打球の行方・送球

を見ながら、視野

を広げて3塁走者

の動向や、2塁塁

審の動きなどにも

注目する。

打球を引き受ける。

送球が内野に返球

されれば、 1塁方

向に視野を広げる。

ステップバックし、

視野を広げて走者

の動向に対応する。

1塁走者が帰塁す

るプレイにも備え

る。

打球の行方を見な

がら、3塁走者の

動きを注視し、③

同様に動く。

打球の行方を見な

がら、本塁でのプ

レイを待ち構える。

打球を引き受ける。

②同様に動く。

1塁走者のタッグ

アップを確認 し、

2塁でのプレイを

待ち構える。

3塁走者のタツグ

アップを確認する。

② 走者が邊巡し ③ 走者がタッグ

ている場合    アツプした場合

lB

PL

3B

2B
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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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① 走者が次塁ヘ

進塁した場合

打球の行方を見な

がら3塁走者の本

塁触塁を確認 し、

次のプレイに備え

る。

打球の行方を見な

がら(3塁走者の

動きを見て、①又

は③のプレイに備

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

確認する。その後、

本塁でのプレイを

待ち構える。

②のポジシヨンか

ら視野を広げて 1

塁走者のタツグアツ

プを確認する。追

い越しなどを注視

する。

②のポジシヨンで、

1塁走者の動きを

確認し、2塁での

プレイを待ち構え

る。

② 走者が邊巡し ③ 走者がタッグ

ている場合    アップした場合

lB

PL

3B

1・ 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、 1塁 と2

塁でのあらゆるプ

レイをワ|き受ける。

内野内に入り、 1

塁走者の2塁触塁

を確認し、 3塁 と

2塁でのプレイを

引き受ける。

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。

1・ 2塁間ヘピボツ

トターンに入 り、

1塁走者の動向に

より、2塁 と1塁

でのあらゆるプレ

イを引き受ける。

2・ 3塁の中間地

点に入り、 1塁走

者の動きにより、

3塁 と2塁でのあ

らゆるプレイを引

き受ける。

2B

左左
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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
｀`

`
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① 走者が次塁ヘ

進塁した場合

打球の行方を見な

がら、3塁走者の

本塁触塁を確認し、

次のプレイに備え

る。

1・ 2塁間ヘピボッ

トターンし、 1塁

走者の2塁触塁及

び打者走者の 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。

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、2塁方向

に視野を広げる。

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

置で待ち構える。

打球の行方を見な

がら、3塁走者の

動きを見て、①又

は③のプレイに備

える。

1・ 2塁間ヘピボツ

トターンし1塁走

者の動向により、

2塁 と1塁でのあ

らゆるプレイを引

き受ける。

打球と送球線を考

えながら、本塁で

のプレイを待ち構

える。

②のポジシヨンか

ら視野を広げ 1塁

走者のタッグアツ

プを確認する。追

い越しなどを注視

する。

② 走者が透巡し ③ 走者がタッグ

ている場合    アツプした場合

lB

PL

2B

3B

打球を引き受ける。

送球が内野内に返

球されれば2塁方

向に視野を広げる。

打球の行方を見な

がら、3塁走者の

動きを注視し、③

同様に動く

①及び②の様に動

く。

3塁走者のタツグ

ア ップ を確 認す

る。
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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)
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① 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。

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。

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、2塁 と1

塁のプレイを引き

受ける。

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

置で待ち構える。

打球の行方・送球

を見ながら、視野

を広げて3塁走者

の動向を見る。打

者走者の 1塁触塁

も確認する。

打球を引き受ける。

送球が内野に返球

されれば、 1塁方

向に視野を広げる。

①のポジシヨンに

入り走者の動向に

対応する。 1塁走

者が帰塁するプレ

イにも備える。

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。

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。

打球を引き受ける。

②同様に動く。

①及び②の様に動

く。

3塁走者のタッグ

アップを確認する。

② 走者が邊巡し ③ 走者がタッグ

ている場合    アップした場合

PL

2B

lB

3B
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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

(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。)

`′

ない

ギ
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① 走者が次塁へ

進塁した場合

打球の行方を見な

がら、2塁走者の

3塁触塁を確認し、

3塁走者の本塁触

塁を見る。そして

2塁走者のプレイ

を待ち構える。

1・ 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

塁でのあらゆるプ

レイを引き受ける。

2・ 3塁の中間地

点ヘスライ ドし、

3塁 と2塁でのプ

レイを引き受ける。

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。

打球の行方を見な

がら、3塁走者の

動きを見て、①又

は③のプレイに備

える。

①同様に動き、打

球の状況と打者走

者の動向により、

2塁 と1塁でのあ

らゆるプレイを引

き受ける。

2・ 3塁の中間地

点ヘスライ ドし、

2塁走者の動きに

より、3塁 と2塁

でのあらゆるプレ

イを引き受ける。

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。

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。

② 走者が透巡し ③ 走者がタッグ

ている場合    アップした場合

lB

PL

2B

3B

左

左左
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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｀
0

4_
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① 走者が次塁へ

進塁した場合

打球の行方を見な

がら、3塁走者の

本塁触塁を確認し、

2塁走者の本塁で

のプレイを待ち構

える。

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。

ステップバックし

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。

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

置で待ち構える。

打球の行方・送球

を見ながら、視野

を広げて3塁走者

の動向を見る。打

者走者の 1塁触塁

も確認する。

打球を引き受ける。

送球が内野に返球

されれば、 1塁方

向に視野を広げる。

ステップバックし、

2塁走者の動向に

対応する。2塁走

者が帰塁するプレ

イなどにも備える。

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。

②のように動き、

本塁でのプレイを

待ち構える。

打球を引き受ける。

②同様に動く。

②同様にポジシヨ

ンをとり、2塁走

者のタッグアツプ

を確認する。

3塁走者のタッグ

アップを確認する。

(走者が本塁へ向

かった後は、常に

ボールのある場所

に正対する。)

② 走者が遼巡し ③ 走者がタッグ

ている場合    アップした場合

lB

PL

2B

3B

-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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PL

① 走者が次塁ヘ

進塁した場合

打球の行方を見な

がら、2塁走者の

3塁触塁を確認し、

3塁走者の本塁触

塁を見る。そして

2塁走者のプレイ

を待ち構える。

1・ 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、 1塁 と2

塁でのあらゆるプ

レイを引き受ける。

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。

② 走者が邊巡し

ている場合

打球の行方を見な

がら、3塁走者の

動きを見て、①又

は③のプレイに備

える。

①同様に動き、打

球の状況と打者走

者の動向により、

2塁 と1塁でのあ

らゆるプレイを引

き受ける。

2・ 3塁の中間地

点に入り、2塁走

者の動向を注視す

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

でのプレイをカ

バーする。

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。

①及び②の様に動

く。

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。

lB

2B

同静上して打球を見  打球を引き受ける。

定め、内野へ送球  送球が内野に返球

されるまでその場  されれば、3塁方

に留まる。     向に視野を広げる。

3B
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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)
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① 走者が次塁ヘ

進塁した場合

打球の行方を見な

がら、3塁走者の

本塁触塁を確認し、

2塁走者の本塁で

のプレイを待ち構

える。

102塁間ヘピボツ

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。

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。

打球の行方を見な

がら、マウンドの

方向へ進み、③同

様に動く。

①同様に動き、視

野を広げ打者走者

と2塁走者の動向

を見る。2塁走者

の帰塁のプレイも

引き受ける。

打球を引き受ける。

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、送球線などを

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。

-129-

打球と送球線を考

え、本塁前方に出

て2塁走者のタッ

グアップを確認し、

本塁でのプレイを

待ち構える。

①及び②の様に動

く。

【課題】 1・ 2塁

間へ入り2塁走

者のタッグアツ

プを確認する。

①及び②の様に動

く。

3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。

② 走者が邊巡し ③ 走者がタッグ

ている場合    アツプした場合

lB

PL

3B

2B



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)
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① 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。

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。

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。

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。

打球を引き受ける。

送球が内野に返球

されれば、 1塁方

向に視野を広げる。

①のポジシヨンに

入り、2塁走者の

動向に対応する。

2塁走者が帰塁す

るプレイなどにも

備える。

②のように動き、

本塁でのプレイを

待ち構える。

打球を引き受ける。

②同様に動く。

②同様にポジシヨ

ンをとり、2塁走

者のタッグアツプ

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。

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

場珈鋤 る。)

② 走者が邊巡し ③ 走者がタッグ

ている場合    アツプした場合

PL

2B

lB

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

置で待ち構える。

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。
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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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① 走者が次塁ヘ

進塁した場合

打球の行方を見な

がら、2塁走者の

3塁触塁を確認し、

本塁でのプレイを

待ち構える。

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。

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。

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。

3塁方向に前進し

ながら、2塁走者
の動向と2塁塁審
の動きを見て、①

又は③のプレイに

備える。

1・ 2塁間ヘピボツ

トターンし、①と

同様に動く。

2・ 3塁の中間地

点ヘスライ ドし、

2塁走者の動向を

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。

【課題】3塁方向
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 。

②のポジシヨンで、

2塁走者のタツグ

アップを確認し、

その走者の3塁で

のプレイを待ち構

える。

② 走者が透巡し ③ 走者がタッグ

ている場合    アップした場合

PL

lB

2B

3B 同
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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｀
0
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① 走者が次塁へ ② 走者が邊巡し ③ 走者がタッグ

進塁した場合   ている場合    アップした場合

PL

2B

3B

打球の行方・送球  ①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。

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。

ステップバックし、

打者走者の2塁 と

1塁でのあらゆる

プレイを引き受け

る。

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

置で待ち構える。

ステップバックし、

視野を広げ走者の

動向を見る。打者

走者の2塁でのプ

レイを待ち構える。

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。

①及び②と同様に

動く。

②のポジシヨンで

2塁走者のタッグ

アップを確認する。

②同様に動く。

【課題】打球が3・

2塁の延長線か

ら中堅方向へ飛

んだ場合には内

野内に入リタツ

グブレイが見や

すい位置で待ち

構える。

lB 左左
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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

(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。)

Ｆ

。
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① 走者が次塁ヘ

進塁した場合

打球の行方を見な

がら、3塁走者の

本塁触塁を確認す

る。

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塁での

あらゆるプレイを

引き受ける。

2死 までは、 1・

2塁の延長線側に

ポジションをとる。

打者走者の2塁で

のプレイを待ち構

える。

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。

打球の行方を見な

がら、3塁走者の

動きを見て、①又

は③のプレイと同

様に動く。

①同様に動く。

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。

①及び②の様に動

く。

② 走者が邊巡し ③ 走者がタッグ

ている場合    アップした場合

PL

lB

2B 2。 3塁の中間地

点に入り、3塁走

者の動向を注視す

る。

ADV!CE:
打球の特性や捕

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。

②のポジシヨンで、

3塁走者の動きを

注視する。

同3B
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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
ミ`
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① 走者が次塁へ ② 走者が透巡し ③ 走者がタッグ

進塁した場合   ている場合    アップした場合

′ PL  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

る。

lB  l・ 2塁間ヘピボツ ①同様に動く。   ①及び②と同様に

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。

動く。

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  く。

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

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  アツプを確認する。

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。
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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 ② 走者が邊巡し ③ 走者がタッグ

進塁した場合   ている場合    アツプした場合

PL  打球の行方・送球 視野を広げて3塁  ②のように動き、

を見ながら、3塁  走者の動向を見な 本塁でのプレイを

走者の本塁触塁と、 がら、打者走者の 待ち構える。

打者走者の1塁触  1塁触塁を確認す

塁を確認する。   る。

lB  静止して打球を見 打球を引き受ける。   同  左

定め、内野へ送球 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。

2B  内野内に入り、打 ①のポジシヨンに ②同様に動く。

者走者の 1・ 2塁  入り、打者走者の

間及び2塁でのプ 動向に対応する。

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 打球の行方を見な 3塁走者のタッグ

がら、ボールのあ がら、3塁走者の アツプを確認する。

る場所に正対し3 動きを注視し、①

塁でのあらゆるプ 又は③同様に動く。

レイに対応する。
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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

(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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PL

① 走者が次塁ヘ

進塁した場合

打球の行方を見な

がら、2塁走者の

3塁触塁を確認し、

3塁走者の本塁触

塁を見る。本塁で

のあらゆるプレイ

を待ち構える。

1・ 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。

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

イを引き受ける。

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。返球さ

れれば、3塁方向

に視野を広げる。

② 走者が邊巡し ③ 走者がタッグ

ている場合    アツプした場合

打球の行方を見な

がら、3塁走者の

動きを見て、①又

は③のプレイに備

える。

①同様に動き、打

球の状況と1塁走

者の動向により、

2塁 と1塁のあら

ゆるプレイを引き

受ける。

2・ 3塁の中間地

点ヘスライドし2

塁走者の動向を注

視する。

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。

②のポジシヨンで

1塁走者のタツグ

アップを確認 し、

2塁でのプレイを

待ち構える。

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。

lB

2B

3B 左打球を引き受ける。

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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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

|
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① 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

確認し、本塁での

あらゆるプレイを

待ち構える。

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。

ステップバックし、

打者走者の 1塁触

塁及び 1塁走者の

2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。

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

置で待ち構える。

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。

打球を引き受ける。

送球が内野に返球

されれば、 1塁方

向に視野を広げる。

①のポジシヨンで

2塁及び l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。

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。

②のように動き、

本塁でのプレイを

待ち構える。1塁

走者のタッグアツ

プも確認する。

向に視野を広げる。

②同様に動く。

②のポジシヨンで

2塁走者のタッグ

アップを確認 し、

1塁 と2塁でのプ

レイに備える。

3塁走者のタッグ

アップを確認する。

ボールのある場所

に正対し次のプレ

イに対応する。

② 走者が邊巡し ③ 走者がタッグ

ている場合    アップした場合

lB

PL

2B

3B
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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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PL

① 走者が次塁ヘ

進塁した場合

打球の行方を見な

がら、2塁走者の

3塁触塁を確認し、

3塁走者の本塁触

塁を見る。本塁で

あらゆるプレイを

待ち構える。

1・ 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。

2・ 3塁間ヘピボツ

トターンし、 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。返球さ

れれば、3塁方向

に視野を広げる。

② 走者が邊巡し ③ 走者がタッグ

ている場合    アツプした場合

打球の行方を見な

がら、3塁走者の

動きを見て、①又

は③のプレイに備

える。

①同様に動き、打

球の状況と1塁走

者の動向により、

2塁 と1塁のあら

ゆるプレイを引き

受ける。

2・ 3塁の中間地

点に入り、2塁走

者の動向を注視す

る。

ADV:CE:
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。

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。

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。

②のポジシヨンで、

1塁走者のタッグ

アップを確認 し、

2塁でのプレイを

待ち構える。

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。

lB

2B

同
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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)

■
、

○

-148-



① 走者が次塁ヘ

進塁した場合

打球の行方を見な

がら、3塁走者の

本塁触塁を確認し、

本塁のあらゆるプ

レイを待ち構える。

1・ 2塁間ヘピボツ

トターンし、 1塁

走者の 2塁触塁、

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。

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、2塁方向

に視野を広げる。

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。

打球の行方を見な

がら、3塁方向に

視野を広げ、3塁

及び2塁の走者の

動向を見ながら、

本塁でのあらゆる

プレイを待ち構え

る。

①同様に動き、視

野を広げ打者走者

と1塁走者の動向

を見る。2塁走者

の帰塁のプレイも

引き受ける。

打球を引き受ける。

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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打球と送球線を考

えながら本塁前方

に出て、2塁走者

のタッグアップを

確認し、本塁での

プレイを待ち構え

る。

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。

①及び②の様に動

く。

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。

② 走者が透巡し ③ 走者がタッグ

ている場合    アップした場合

PL

lB

2B

3B



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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① 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。

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。

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。

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。

打球を引き受ける。

送球が内野に返球

されれば、 1塁方

向に視野を広げる。

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。

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。

打球を引き受ける。

②同様に動く。

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。

3塁走者のタッグ

アップを確認する。

ボールのある場所

に正対し次のプレ

イに対応する。

② 走者が邊巡し ③ 走者がタッグ

ている場合    アップした場合

PL

lB

2B

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

がら、3塁走者の

動きを注視し、①

又は③同様に動く。
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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 遊撃手側の内野に位置する塁審の基本

2 打球に対する判断

・3 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 〕>

3.外野への打球の責任範囲

ハーフスイング (チェツクスイ

ング)の判定を行なう。

※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

プレイに備える。

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。

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 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。
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。

3B 打球の行方を確認・判定後、3塁でのプ
レイに備える。
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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

基本の動き 走者 1塁・左中間に打球が飛んだ場合

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

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。

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

プを見る。)

打球の行方を確認後、2塁でのプレイに

備える。

PL

ｌＢ
　
　
３Ｂ
ｍ

PL
lB

３Ｂ
ｍ

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・

判定後、 3塁でのプレイに備える。

lB 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 プレイに備える。
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基本の動き

。ダブルプレイの場合

１
合

者
場

走
だ

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。)

胡梶蓋ま
ヾ
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。

2塁・右中間に打球が飛んだ場合

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。

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。)

翻 F翼貌ち飢瘍篇震
lF毯

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。

※ 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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・Ｂ
ω

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

基本の動き 走者 1.



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

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 1.3塁・左翼手より左側 (左翼線)に打球が飛んだ

船

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。)

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。)

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。

３Ｂ
ω

lB

３Ｂ
ｍ
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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

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。)

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

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。

・Ｂ
ω

3B
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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

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。)

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

3B

打者走者の 1塁触塁を確認し、本塁での

プレイに備える。

打球の行方を確認し、 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。)

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

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。)

打球の行方を確認し、 3塁でのプレイに

備える。

・Ｂ
ω

3B

PL

lB

lB

3B
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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

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。

(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・

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 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。)

PL

lB

３Ｂ
ω
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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

PL

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

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

のプレイに備える。

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。)

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

プを見る。)

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。

lB

3B

PL

lB

3B
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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

考参
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プレート アンパイア

ノンフイクション作家

佐  山  和  夫

(日 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 日本高等学校野球連盟

◇ 対  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。

7. ヘリレメット

打者およびベースコーチは、必ず両耳付のものを着用すること。

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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10。 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

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。
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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  JJo AA― S(00年 11月 の略 。音響規制対応品)

新基準品  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 4月 )

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～ 2

FAX 06-6443-1593

ホームページ ht加//_w.jhbf.orojp/
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