
                     アナウンスマニュアル 
 

お待たせいたしております。まもなく本日の第[    ]試合を行います。 

３位決定戦・準決勝・決勝等は本日の第｢ ｣試合ではなく大会名｢……大会……戦を行います｣と 

アナウンスする。 

 
  試合に出場するチームがグランドに入ったら 

（両チームは練習を開始してください。）シートノック開始時刻は   時  分です 

 

  先に守備に着くチームは後攻のチームからです。 

[         チーム]はシートノックを始めてください。時間は[    ]分間です。 

（シートノック終了２分前になったら）シートノック終了２分前です。 

（シートノック終了時間が過ぎても終わらなかったら）シートノック終了時間です。 

  次に後に守備に着くチームは先攻のチームです。 

[         チーム]はシートノックを始めてください。時間は[    ]分間です。 

 

《１回表》 

  両チーム試合前の整列挨拶をし、後攻のチームが守備に就き始めたら、 

ただ今より本日の第[  ]試合[       チーム]対[       チーム]の試合を始めます。 

 

１回の表守備につきます[         チーム]の選手をご紹介いたします。 

ピッチャー  [         ]君  

キャッチャー [         ]君  

ファースト  [         ]君   

セカンド   [         ]君  

サード    [         ]君  

ショート   [         ]君  

レフト    [         ]君  

センター   [         ]君  

ライト    [         ]君  

 

尚、この試合の プレートアンパイアは[       ]（審判名は苗字のみで呼び捨て） 

        ファースト     [       ] 

        セカンド      [       ] 

        サード       [       ]  以上[ ４ ]氏で行います。 

 

この試合の試合時間は[     ]時間・分です。(指示された時のみ)。 

 

 

(後攻、守備についているキャッチャーが｢ボールバック！｣と言ってセカンドにボールを投げたら 

１回の表[          チーム]の攻撃は 

１番 [(守備位置)   ][      ]君 背番号[   ] 

初球の時刻を覚える。初球投げ終わったら（タイミングによって１回表終了時チェンジのとき） 

この試合の開始時刻は［  時   分です］ 
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２番 [(守備位置)   ][      ]君 背番号[   ] 

３番 [(守備位置)   ][      ]君 背番号[   ] 

          （背番号は１順目のみアナウンス） 

          （メンバー表参照） 

試合中ファルボールが観客の席に飛んだ場合：ファルボールは大変危険でございます、 

ファルボールにくれぐれもご注意ください。      

《１回裏》 

  先攻のチームが守備に就き始めたら 

１回の裏守備につきます[              ]の選手をご紹介いたします。 

ピッチャー  [         ]君 （名前は苗字のみ） 

キャッチャー [         ]君  

ファースト  [         ]君  

セカンド   [         ]君  

サード    [         ]君  

ショート   [         ]君  

レフト    [         ]君  

センター   [         ]君  

ライト    [         ]君  

 

(守備についているキャッチャーが｢ボールバック！｣と言ってセカンドにボールを投げたら 

１回の裏[             ]の攻撃は 

１番 [(守備位置)    ][      ]君 背番号[   ] 

２番 [(守備位置)    ][      ]君 背番号[   ] 

３番 [(守備位置)     ][      ]君 背番号[   ] 

 

（メンバー表参照） 

 

《試合終了》 

 

両チームがお互いに挨拶をしたら 

 

ご覧いただきましたとおり本日の第[  ]試合 

 

[(先攻チーム名)          チーム]対[(後攻チーム名)           チーム]の試合は 

 

[(勝利チームの点)   ]対[(負けチームの点)   ]で[            チーム]が勝ちました。 

 

 

只今の試合の勝者の選手はグランド整備（トンボがけ）をお願いします。 

 

インフォメーション  本部からのお知らせは２回繰り返す。 

★ ｢お知らせいたします。…………………繰り返します。………｣ 

★ チェンジして選手が移動しているときに放送する 
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★ メンバー表の提出 

本日の第[   ]試合[          ]と[          ]の主将（キャプテン）は 

メンバー表とボール２個を審判室前（本部席）までお持ちください。繰り返します。…… 

★試合中のコールは 4 回裏のチェンジのときに行う 

 

★ 第「   」試合の開始予定時刻は「   」時「   」分です。 

   

★ 本日の第［   ］試合は［   ］時［    ］分開始予定です。 

《交代》に伴うアナウンス 

★ 守備交代（ベンチから新しい選手が出てこない場合） 

[(チーム名)           ]シートの変更をお知らせいたします。 

[(元守備位置)       ][       ]君が[(新守備位置)        ]へ 

 [(元守備位置)       ][       ]君が[(新守備位置)        ]へ 

[(元守備位置)       ][       ]君が[(新守備位置)        ]に入ります。 

[(打順)    番][(守備位置)          ][         ]君 背番号[  ] 

[(打順)    番][(守備位置)          ][         ]君 背番号[  ] 

[(打順)    番][(守備位置)          ][         ]君 背番号[  ] 

以上に代わります。 

★ 選手交代（ベンチから新しい選手が出てくる場合） 

[(チーム名)           ]選手の交代をお知らせいたします。 

 [(守備位置)      ][      ]君に代わりまして[       ]君が入ります。 

[(守備位置)      ][      ]君に代わりまして[       ]君 

[(打順)    番][(守備位置)          ][         ]君 背番号[  ] 

[(打順)    番][(守備位置)          ][         ]君 背番号[  ] 

★ 守備＆選手の交代 

[(チーム名)           ]選手の交代，及びシートの変更をお知らせいたします。 

[(元守備位置)       ][       ]君が[(新守備位置)        ]へ 

[(元守備位置)       ][       ]君が[(新守備位置)        ]へ 

 [(新守備位置)       ]に[       ]君が入ります。 

[(打順)    番][(守備位置)          ][         ]君 背番号[  ] 

 [(打順)    番][(守備位置)          ][         ]君 背番号[  ] 

[(打順)    番][(守備位置)          ][         ]君 背番号[  ] 

★ 代打 

打順紹介の流れのまま 

[(打順)  ]番[     ]君に代わりまして[     ]君。代打[     ]君・背番号[   ] 

★ 代走 

[(チーム名)           ]選手の交代をお知らせいたします。 

☆[  ]塁ランナー[     ]君に代わりまして[        ]君。 

ランナー[        ]君背番号[    ]。 
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★ 代打＆代走が出た後の選手交代（シートの変更がない場合） 

[(チーム名)           ]守備の交代をお知らせいたします。 

☆先ほど代打（代走）で出ました[     ]君はそのまま[(新守備位置)       ]に入ります。 

[(打順)   番][(守備位置)          ][         ]君 背番号[  ] 

 

☆先ほど代打(代走)で出ました[     ]君に代わりまして[(新守備位置)      ]に[   ]

君が入ります。 

[(打順)   番][(守備位置)          ][         ]君 背番号[  ] 
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