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序（2021年）

2021年（令和3年）は全日本軟式野球連盟が創立して75年という節目の年を迎えます。

昨年は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、東京才リンピック・パラリンピック

競技大会の延期をはじめ、全日本軟式野球連盟においても天皇賜杯大会以外全ての大会を

中止することとなり、競技者の皆様、連盟関係者にとって我慢の1年となりました。

2021年（令和3年）は、新たな生活様式を取り入れながら、感染症対策を万全に備えた

スポーツ環境の構築に向け、その対応、順応に迫られる重要な年となると考えます。この

難局を打開すべく、今年度は感染症予防対策ガイドラインの周知徹底、およびI丁ツールの

積極的活用等を通じて各種事業の展開を図り、多くの競技者、愛好者の皆様に、安心、安

全に楽しめる軟式野球の魅力を発信していく所存であります。具体的な対策の一つとして、

競技者ならびに連盟関係者双方の負担軽減と距離を縮め、競技団体としての信用性の確保

を目的に競技者登録システムの導入を目指し、対応を行ってまいります。

また、スポーツ界では、スポーツの価値を守り、高めていくために適正なガバナンスを

確保することが必要不可欠であります。我々が愛する軟式野球の正しい普及振興のために、

また広く愛され信頼される組織として、スポーツ団体ガバナンスコードに沿った組織構築

と運営を全国の皆様とともに一丸となって対応してまいります。

本書は1971年の初版から正しい軟式野球の普及振興のため、ルールの取り扱い等、分か

りやすく、見やすいものとなるよう心掛けて作成しております。

今年度は、時代に合ったデザイン変更を行いました。関係各位におかれましては、熟読

のうえ、活用されますようお願い申し上げます。

刊行にあたりましては、ご尽力いただきました技術委員会委員の皆様、携わっていただ

いた方々に対しまして深く感謝申し上げます。

2021年（令和3年）1月

公益財団法人 全日本軟式野球連盟

会長 武内繁和

序



スピーデイに試合を展開するために

技術委員会

選手・審判員個々が強く意識し行動することが、野球競技をより楽しく、面白

く発展させると確信します。テンポの良いゲームを展開しましよう。

1）チーム

①攻守交代は、駆け足でスピーディに行うこと。（コーチも励行する）

②日程・時間に余裕がある場合でもスピーディな試合進行を意識する。

③ベンチ前の整列は、出過ぎないこと。ブレイのコールを待たせないこと。

2）投手

①遅延行為とみなされる投手の牽制球はやめさせる。

②投手の基本的なルールを徹底させて下さい。

③投手は、ロジンバッグを指先だけで使用し、丁寧に取り扱うこと。

④捕手から返球を受けた投手は、速やかに投手板に着き投球動作に入ること。

3）捕手

①捕手は、返球したり、声をかけるためにホームプレートの前や横に出過ぎな

いこと。

②サインについて、複雑なものは無くし、速やかに出すよう要請する。

③捕手の行動を機敏にさせる。

速やかなサイン・用具の脱着・バックアッブや打合せの後速やかに守備位置

に戻る。

4）打者

①攻擊側の第一打者・次打者を所定の位置に速やかに着くよう喚起する。

②打者はみだりに打者席を外さないこと。（サインは必ず打者席内で見るこ

と）

③次打者席では、投手が投球に関連する動作（サインを見る姿勢）に入ったら

速やかにスイングをやめ投球を注視すること。

5）野手

①内野手のボール回しは定位置で１回とする。

②内野手が投手に返球するときは、定位置で返球すること。

マウンドまで持って行かせない。このような行動は即注意し徹底させること。

③内野手がアドバイスなどでマウンドへ近づかないよう注意すること。

（タイムの回数制限に注意）

④タイムを掛けスパイクの紐の結び直しは認めない。

6）審判員

①グラウンド内の移動は、常に走ること。

②代打・代走の通告は、氏名とともに背番号を放送席に見せて告げること。

交代選手は都度メンバー表で確認すること。

③45フィート前進後、捕手よりも戻りを早くし待機すること。

④ストライクを見極めゾーンが小さくならないこと。

⑤節度・キレある判定・コールを実践すること。

⑥ボールデッドのときの時間を早くすることを意識すること。

2020年度スピーディーに試合を展開する



女子中学＆ガールズ（小学生）
グランド図説

投手板から本塁までの距離 １７m
各塁間の距離 ２５m

女子中学

投手板から本塁までの距離 １６m
各塁間の距離 ２３m

ガールズ（小学５年生・６年生）

投手板から本塁までの距離 １４m
各塁間の距離 ２１m

ガールズ（小学４年生以下）



野球競技場中学女子



競技場区画線（学童部） 

野球競技場学童

3 少年部の区画線はすべて一般と同じ(注）
1 本塁から左右両翼および中堅の 3 少年部の区画線はすべて一般と同じ
フェンス（境界線）までの距離
本塁→両翼 70m 中堅 85m

2 4年生以下
投手本塁間 14ｍ 塁間 21ｍ
スリーフットレーンまで 10.5ｍ



競技場ボックス（一般・学童） 

ボックス一般・学童

（女子中学は一般と同様です）



フェアボール（図・凡例） 

上図凡例 ○はボールが地上に落ちた地点、◎はボールが止まった地点、・・は空間を通過した経路、 

Pはプレーヤー、Uは審判員、×はボールが最初に野手または審判員に触れた位置。 

第1図 1度ファウル地域に出ても、再び内野に止まったとき(ファウルラインを含む)は、フェアボール

である。 

第2図 バウンドして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、フェア地域内又はその上方空間であった場合

は、その後ファウル地域に出ても、フェアボールである。 

第3図 1度塁に触れれば、すべてフェアボールである。 

第4図 最初に落ちた地点が、内野と外野との境である一・二塁間、二・三塁間の線上、または外野の

フェア地域であれば、その後内外野を問わずファウル地域に出ても、すべてフェアボールであ

る。 

第5図 フェア地域内またはその上方空間で、プレーヤーまたは審判員に触れたときは、すべてフェア

ボールである。 

第6図 ボールが最初野手に触れた位置が、フェア地域内の上方空間であれば、野手のいた地点に関係

なく、フェアボールである。(審判員に触れた場合も同じ) 

定義 25参照 

フェアボール



ファウルボール（図・凡例） 

上図凡例 ○はボールが地上に落ちた地点、◎はボールが止まった地点、…は空間を通過した経路、 

Pはプレーヤー、Uは審判員、×はボールが最初に野手または審判員に触れた位置。 

第1図 打球が最初内野のフェア地域に落ちても、最後に本・一塁間、本・三塁間のファウル地域に出

て止まったものはファウルボールである。 

第2図 バウンドして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であった

場合は、ファウルボールである。 

第3図 最初に落ちた地点が外野のファウル地域内であれば、その後フェア地域に転じても、ファウル

ボールである。 

第4図 ボールが野手に触れずに投手板に当たって、リバウンドして本塁を越えるか、一・本塁間また

は三・本塁間のファウル地域に出て止まった場合は、ファウルボールである。 

第5図 ボールが最初野手または審判員に触れた位置がファウル地域の上方空間であれば、野手または

審判員の足がフェア地域内にあったとしても、それには関係なくファウルボールである。 

第6図 ファウル地域またはその上方空間で、プレーヤーまたは審判員に触れた場合はファウルボール

である。 

定義 32参照 

ファウルボール



ストライクゾーン

ストライクゾーン
打者の肩の上部とユニフォームのズボンの上部との中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。
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されるべきで

ある。
【注】打つための姿勢とは、打者が踏み出して、打とうとするときの姿勢を
いう。



 

 

 

 

（規則 5.07a1 注 1、a2 注参照）   

ワインドアップポジション 

投球姿勢



 

 

 

 

（連盟特別規則（一般）1-(3)） 

正式試合

（競技に関する連盟特別規則 1正式試合）



女子中学＆ガールズ（小学生）
選手・審判員の確認＆注意事項



全国大会に参加するチーム・審判員の注意事項

開会式について

1 選手集合所では、代表旗を完全にセットし、代表旗(主将が持つ)を先頭に、背の低
い順に2列で行進する。

2 開会式は、ユニフォーム並びにスパイクで入場行進をする。ただし、球場の芝保
護の為アップシューズも認める。(ウインドブレイカー等の着用を禁止する。)

3 開会式は大会の意義あるセレモニーであり、手を大きく振って照れずに元気よく
行進することが会場地への礼儀でもある。チームで行進の練習を希望する。

大会審判員について
１ 大会審判員は、毎年登録した全日本軟式野球連盟公認審判員が任にあたる。
２ 全国大会の派遣は、60歳以下の指導員としその年の各ブロツク指導員 研修会

に参加した者とする。なお、ブロック大会の派遣は、その年のブロック講習会に
出席した63歳以下の指導員および各支部で若手の中から推薦した審判員とする。

スピーディに試合を展開するために（技術委員会）
選手・審判員個々が強く意識し行動することが、野球競技をより楽しく、面白く発
展させると確信します。テンポの良いゲームを展開しましょう。
1）チーム
① 攻守交代は、駆け足でスピーディに行うこと。（コーチも励行する）
② 日程・時間に余裕がある場合でもスピーディな試合進行を意識する。
③ ベンチ前の整列は、出過ぎないこと。ブレイのコールを待たせないこと。

2）投 手
① 遅延行為とみなされる投手のけん制球はやめさせる。
② 投手の基本的なルールを徹底させて下さい。
③ 投手は、ロジンバッグを指先だけで使用し、丁寧に取り扱うこと。
④ 捕手から返球を受けた投手は、速やかに投手板に着き投球動作に入ること。

3）捕 手
① 捕手は、返球したり、声をかけるためにホームプレートの前や横に出過ぎない
こと。

② サインについて、複雑なものは無くし、速やかに出すよう要請する。
③ 捕手の行動を機敏にさせる。
速やかなサイン・用具の脱着・バックアップや打合せの後速やかに守備位置に戻る。

4）打 者
① 攻擊側の第一打者・次打者を所定の位置に速やかに着くよう喚起する。
② 打者はみだりに打者席を外さないこと。（サインは必ず打者席内で見ること）
③ 次打者席では、投手が投球に関連する動作（サインを見る姿勢）に入ったら速
やかにスイングをやめ投球を注視すること。

5) 野 手
① 内野手のボール回しは定位置で1回とする。
② 内野手が投手に返球するときは、定位置で返球すること。
マウンドまで持って行かせない。このような行動は即注意し徹底させること。

③ 内野手がアドバイスなどでマウンドへ近づかないよう注意すること。
(タイムの回数制限に注意）
④ タイムを掛け意図的にスバイクの紐の結び直しは認めない。

6）審判員
① グラウンド内の移動は、常に走ること。
② 代打・代走の通告は、氏名とともに背番号を放送席に見せて告げること。

交代選手は都度メンバー表で確認すること。
③ 4 5フィート前進後、捕手よりも戻りを早くし待機すること。
④ ストライクを見極めゾーンが小さくならないこと。
⑤ 節度・キレある判定・コールを実践すること。
⑥ ボールデッドのときの時間を早くすることを意識すること。

全国大会参加チームへ



◆少年部、学童部、女子大会

§1 競技運営に関する注意事項

1 球場の開門は、試合開始90分前とする。

2 監督会議で説明または決められた事項は、必ずチーム全員に徹底すること。

3 参加申込書(登録原簿)提出後は、選手の追加、変更及び背番号などの変更は認

めない。ただし、疾病・負傷等の特別な場合は、資格審査の上、認めることもあ

る。

4 ベンチは、組み合わせ番号の若い方を一塁側とする。ただし、1チームが2

試合続けて行う場合はベンチの入れ替えをしないことがある。

5 チームは、試合開始予定時刻の60分前までに球場に到着し、大会本部から打順

表を受け取ること。

6 ベンチに入れる人員は、

(1) 登録されユニフォームを着用した監督30番、コーチ29番・28番および選手

20名以内(女子学童は30名以内)と、チーム代表者、マネージャー、スコアラー、

トレーナー(有資格者)各1名とする。ただし、監督、コーチは成人者でなければ

ならない。

(2) 熱中症対策として、保護者(女性)2名以内をベンチに入ることができる。

7 打順表(登録された選手全員を記入したもの)の提出は、

(1) その日の第1試合は開始予定時刻の30分前までに

(2) 第2試合以降は前の試合の4回終了時までに

監督と主将が大会本部に提出し、登録原簿と照合ののち、球審立会いのも

と攻守を決定する。

8 シートノック

(1) 補助員としてコーチ(背番号28・29)を認める。補助員はヘルメットを着用

すること。なお、コーチ1人のブルペン捕手を、試合開始前までの間許可す

る。（マスクを着用すること）

(2) 後攻チームより行い、時間は5分間とする。

(3) ノッカーも必ず選手と同様の服装並びに、捕手はプロテクター、レガーズ、

捕手用ヘルメット、ファウルカップを必ず着用すること。

(4) 大会運営上、シートノックを行なわずに試合を開始することもある。この

場合は、攻守決定時に通知する。

9 球場内ではトスバッティングのみ認める。

10 その日の第1試合に出場のチームは、外野に限り練習に使用してもよい。その

際、アップ用の服装(同一が望ましい)でもよいが、打順表の提出時には、全員ユニ

フォームに着替えること。

第2試合以降のチームは、試合開始予定時刻に関係なく、前の試合が終了次第

シートノックを行うので、終了あいさつの間にグラウンドに入り、ベンチの外野寄り

に用具を置きキャッチボールを行う。ベンチは、消毒後使用可能とする。

競技運営注意事項（少年・学童・女子01）



11 次の試合の先発バッテリーは、攻守決定後、競技場内のブルペンを使用するこ

とができる。

12 選手の交代は、監督がタイムを掛け球審に申し出ること。

13 突発事故の際のタイムについて(規則5.12b(3)(8)関連)

試合中、プレーヤーの人命にかかわるような事態が発生した場合、人命尊重を

第一に、プレイの進行中であっても、審判員の判断でタイムを宣告することがで

きる。この際、その宣告によってボールデッドとならなかったらプレイはどのよ

うになったかを判断して、ボールデッド後の処置をとる。

14 打者が頭部にヒット・バイ・ピッチを受けたときには、球審は攻撃側監督と協

議し臨時代走の処置を行うことができる。塁上の走者が負傷した場合で、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、臨時代走の処置を行

うことができる。

15 ベンチ内での電子機器類（携帯電話、パソコン等）の使用を禁止するが、電子

スコア記録用として1台の使用を認める。指示用メガホンは、ベンチ内に限り1個

の使用を認める。

16 第2試合以降は、試合開始予定時刻前でも、前の試合が終了した後20分を目安に

次の試合を開始する。

17 ダブルヘッダーは、1日2試合まで行うことができる。継続して行う場合は、試

合終了後30分を目安に次の試合を開始する。特別継続試合はこれに抵触しない。

18 試合開姶予定時刻になっても会場に到着しないチームは、原則として棄権とみ

なす。

19 雨天の場合

(1) 雨天の場合でも日程の都合上、球場が使用可能な場合は試合を行う。

(2) 当日試合を全く行わない場合と、午前中見合わせて午後から行う場合がある

ので、大会本部からの連絡に注意すること。なお、当日試合が不可能な場合に

は大会本部から連絡する。

(3) 試合中雷が発生した場合は、状況を判断し、試合を中断して全員安全な場所に避

難させ、気象台等の情報を掌握し、その後の処置を行う。

20 試合中、ベンチ前のキャッチボールを禁止するが、ブルペンでのキャッチボー

ルは2組(4名)以内を認める。

21 試合の挨拶は、試合前後の本塁整列の挨拶が全てである。チームの大会本部及

び相手チームへの挨拶は不要である。（応援団への挨拶は奨励）

試合に敬意を表し本部役員も起立し挨拶をする。
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§2 競技に関する連盟特別規則

1 正式試合

(1) 7回戦

① ゲームは7回戦であるが、暗黒、降雨などで7回までイニングが進まなくとも5

回を終了すればゲームは成立する。

② 健康維持を考慮し、5回終了時以降、試合開始後2時間30分を経過した場合は、

新しいイニングには入らない。

「学童部４年生以下」5回戦

③ 守備の時間が長い場合（概ね20分）には健康維持を考慮し、審判員の判断で給水

タイムを設けることとする。(試合時間には入れない)

(2) コールドゲームの得点の扱い

連盟では、例えば両チームが、5回の攻撃を均等に完了し、6回の表に先攻チー

ムが得点したが、後攻チームはその裏、同点もしくはリードしないままに、暗黒・

降雨などにより試合中止を宣せられたような場合は、均等回の得点をもって勝敗を

決する。

2 延長戦

7回を完了し同点の場合、または5回終了時以降、試合開始後2時間30分を経過

し同点の場合は、いずれも延長戦を行わず直ちにタイブレーク方式とする。

3 タイブレーク方式

(1) 継続打順で、前回の最終打者を一塁走者、その前の打者を二塁走者とする。すな

わち、0アウト一塁・二塁の状態にして、投手の投球制限を遵守の上、勝負が決す

るまで続行する。

(2) 得点の記録は合計得点とする。

(例）1-1(タイ1回）4-3

4 特別継続試合

(1)暗黒、降雨などで5回以前に中止になった場合、また5回を過ぎ正式試合になって

同点で試合が中止の場合は、翌日の第1試合に先立って特別継続試合を行うこと

がある。

(2)5回に満たない場合は、打ち切りになったところから試合を行うが、5回に達した場

合は、コールドゲームが適用される。

5 抗議権を有する者

監督か当該プレーヤー

6 監督に限り、グラウンドに出て指示することができる。

7 変化球に関する事項

学童部の投手は、変化球を投げることを禁止する。関節の障害防止のため、まだ骨の未

熟な学童部の投手に対して変化球を投げることを禁じ、変化球を投げた場合は次のペナル

ティを課すこととする。変化球を投げた場合とは、投球が審判員によって変化球と判断さ

れた場合をいう。

なお、ペナルティは少年の肘・肩の障害防止が目的で、骨の未熟な投手が、特に肘や手

首などをひねって投げるような投球方法を禁じているのであるから、監督・コーチは、こ

の点に十分留意して指導しなければならない。
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<ペナルティ>

(1) 変化球に対して〝ボール〟を宣告する。

(2) 投手が変化球を投げた場合は、投げないように監督および投手に厳重注意する。

注意したにもかかわらず、同一投手が同一試合で再び変化球を投げたときは、その

投手を交代させる。なお、その投手は他の守備位置につくことは許されるが、大会

期間中、投手として出場することはできない。

(3) 変化球が投げられたときにプレイが続けられた場合は、打者が一塁でアウトにな

るか、走者が次塁に達するまでにアウトになった場合は、プレイを無効とし、打者

のカウントに〝ボール〟を加える。この場合状況によっては、攻撃側の監督の申し

出があれば、プレイはそのまま有効とする。ただし、打者が安打、失策、四球、死

球、その他で一塁に達し、走者が進塁するか、占有塁にとどまっている場合は、変

化球とは関係なくプレイはそのまま続けられる。

8 学童部・少年部の投球制限について

選手の肘、肩の障害予防として、一人の投手が1日に投球できる数は下記の取り扱

いとする。この投球数制限は、選手が安全に安心して健康で野球を楽しむことを目的

としている。

【学童部】

①70球以内（4年生以下60球以内）

【少年部】（女子中学生含む）

①1日の投球数は100球以内

②1週間350球以内

【投球数管理運用】

①試合中規定投球数に達した場合、その打者が打撃を完了するか、攻守交代まで投

球できる。

②ボークにもかかわらず投球したものは、投球数に数える。

③タイブレークになった場合、1日規定投球数以内で投球できる。

④牽制球や送球とみなされるものは投球数としない。

⑤投球数の管理は、大会本部が行う。

9 試合をナイターで実施する場合は、その終了時刻を原則として20時までとする。

10 試合時間の管理について
(1) 試合時間は大会本部が管理し、試合開始時間を通告すること。
(2) 制限時間に達した時は、審判員はそのことを両チームに通告すること。

【ケース1】

〔Aがリードの6回表に2時間30分が経過した場合〕
※6回裏の攻撃まで行う。

【ケース2】

〔Bがリードの6回裏のB攻撃中に2時間30分が経過した場合〕
※2時間30分を越えた時点で試合終了となるが、そのときの打者の打撃中にそ

の旨を両チームに通告し、この打者が打撃を完了して試合終了とする。
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各大会共通

§3 試合中の禁止事項

1 トラブルの際、審判員や相手側プレーヤーに手をかけることを厳禁する。万一この

ような事態が'生じたときには、退場を命ずる。なお、各支部の行うすべての大会を

含めて、試合に関連して現実に暴力行為を行った者に対して、以後の出場を停止す

るとともに、所属チームにも何らかのぺナルティを科すこととする。このペナル

ティを最低として処理する。

2 選手や審判員に対する聞き苦しい野次は厳禁する。また、スタンドからの応援団の

野次および目に余る行為はチームの責任とする。

3 競技場内(ベンチを含む)では、喫煙およびガム等を噛むことを禁止する。

4 マスコットバットを次打者席に持ち込むことは差し支えないが、プレイの状況に注

意し、適切な処置をすること。なお、競技場での素振り用長尺バット、パイプ及び

リングの使用を禁止する。

5 投手が手首にリストバンド、サポーターなどを使用することを禁止する。なお、負

傷で手首に包帯等を巻く必要があるときは、大会本部等の承認が必要である。

6 危険防止のため、足を高く上げてのスライディング等を厳禁する。現実にこれが妨

害になったと審判員が認めた場合は、守備妨害で走者をアウトにする。

7 作為的な空タッグを禁止する。現実に妨害(よろめいたり、著しく速度が鈍った場

合)になったと審判員が認めた場合は、オブストラクションを適用する。

8 相手選手を威嚇する行為、プレイを利用して相手選手を欺く行為を禁止する。

9 プレーヤーが塁上に腰を下ろすことを禁止する。

10 守備側からのタイムで試合が停止されたとき、その間投手は捕手を相手に投球練

習をしてはならない。

11 試合が開始されたら、控えの選手は試合に出場する準備(交代選手のキャッチボー

ル)をしている者の他は、ベンチ内にいなければならない。

ただし、攻守交代時に限り、控え選手がファウルグラウンドで外野の方向ヘラン

ニングすることを認める。

12 次打者は、投手が投球姿勢に入ったら素振りをしてはならない。低い姿勢で待つ

こと。投手も必ず実行すること。（5.10ｋ【注1】）

13 塁上の走者、あるいはコーチスボックスやベンチから守備側(捕手)のサインを盗

み、それを打者に伝達することを禁止する。
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§4 試合のスピードアップ化に関する事項

1 監督またはコーチ等（少年部・学童部・女子大会は監督のみ）が投手のもとへ行

く回数の制限

(1) 監督またはコーチ等（少年部・学童部・女子大会は監督のみ）が1試合に投手

のもとへ行ける回数は3回以内とする。なお、延長戦（タイブレーク方式を含む）

は、1イニングに1回行くことができる。

(2) 監督またはコーチ等（少年部・学童部・女子大会は監督のみ）が、1イニング

に同一投手のもとへ2度目に行くか、行ったとみなされた場合（伝令を使うか、捕

手または他の野手に指示を与えて直接投手のもとへ行かせた場合）は、投手は自動

的に交代しなければならない。

連盟では交代した投手が、ほかの守備位置につくことが許される。なお、他の守

備位置についたときは、同ーイニングには再び投手に戻れない。 (5.10ℓ)

2 守備側のタイムの回数制限

(1) 捕手または内野手が、1試合に投手のもとへ行ける回数は、3回以内とする。

なお、延長戦（タイブレーク方式を含む）となった場合は、1イニングに1回行くこ

とができる。野手（捕手も含む）が投手のもとへ行った場合、そこへ監督または

コーチ等（少年部・学童部・女子大会は監督のみ）が行けば、双方1回として数え

る。逆の場合も同様とするが、投手交代の場合は、監督またはコーチ（少年部-学

童部・女子大会は監督のみ）の回数には含まない。

(2) 攻撃側のタイム中に守備側は指示を与えることができるが、攻撃側のタイム

より長引けば守備側の1回とカウントされる。

3 攻撃側のタイムの回数制限

(1) 攻撃側のタイムは、1試合に3回以内とする。なお、延長戦（タイブレーク方

式を含む）は、1イニングに1回とする。

(2) 守備側のタイム中に攻撃側は指示を与えることができるが'、守備側のタイム

より長引けば攻撃側の1回とカウントされる。

4 タイムは1分以内を限度とする。

5 投手(救援投手を含む)の準備投球は初回に限り、8球以内が許される。次回からは、

4球以内とする。なお、季節または状況により考慮する。

6 攻守交代はかけ足でスピーディに行うこと。監督、コーチが投手のもとへ往き来

する場合も、小走りでスピーディに行うこと。

7 投手は、捕手、その他の内野手または審判員からボールを受けた後、走者がいない場

合には12秒以内、走者がいる場合は20秒以内に投球しなければならない。違反した場合、

走者が塁にいない場合はただちにボールを宣告し、走者がいる場合は警告を発するこ

ととし、同一投手が2度繰り返したら、3度目からはその都度ボールを宣告する。
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8 投球を受けた捕手は、その場から速やかに投手に返球すること。また、捕手か

ら返球を受けた投手は、速やかに投手板に触れて投球姿勢をとること。

9 打者は速やかにバッタースボックスに入ること。また、バッタースボックス内

でベンチ等からのサインを見ること。

10 試合中、スパイクの紐を意図的に結び直すためのタイムは認めない。

11 内野手間の転送球は一回りとする。(状況によっては中止することもある)最

後にボールを受けた野手は、定位置から速やかに投手に返球すること。

12 攻守交代時に最後のボール保持者は、投手板にボールを置いてベンチに戻る

こと。

13 代打者または代走者の通告は氏名とともに、「代打者」または「代走者」の

背番号を球審に見せその旨を告げることとし、球審も放送席に向かって選手の

背番号を見せて、「代打」または「代走」と告げること。

14 打者が二塁打を打ち、打者用手袋から走塁用手袋に変える為にタイムをかけ

る行為を禁止する。ただし、レッグガードとエルボーガードを外す時のタイム

は認めるが速やかに行うこと。

15 投手と捕手について

あまりインターバルが長かったり、無用なけん制が度を過ぎると審判員が判

断したら、遅延行為として投手にボークを課すことがある。

16 打者について

(1) みだりにバッタースボックスをはずした時は、球審はタイムをかけずに、

投球に対して、正規に〝ボール〟〝ストライク〟を宣告する。

(2) 打者がバッタースボックス内で打撃姿勢をとろうとしなかった場合、球審

はストライクを宣告する。この場合はボールデッドとなり、いずれの走者

も進塁できない。

17 タイムについて

(1) 監督はタイムを要求するとき以外は、みだりにベンチを出てはならない。

(2) タイムは、プレーヤーの要求したときでなく、審判員が宣告したときであ

る。打者は、投手がワインドアップを始めるか、セットポジションをとっ

たならば、①打者は打撃姿勢をやめることは許されない。②球審は、打者

または攻撃側チームのメンバーから、いかなる要求があっても「タイム」

を宣告してはならない。

18 本塁打の走者を迎える場合は、ベンチの前のみとする。3.03ｃ【注】
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競技者のマナーに関する事項

マナーアップとフェアプレイの両面から、次のような行為を禁止する。

1 捕手が投球を受けたときに意図的にボールをストライクに見せようとミットを

動かす行為

2 捕手が自分で〝ストライク〟・〝ボール〟を判定するかのように、球審がコー

ルする前にすぐミットを動かして返球態勢に入る行為

3 球審のボール〟の宣告にあたかも抗議するかのように、しばらくミットをその

場に置いておく行為

4 打者がヒジ当てを利用してのヒット・バイ・ピッチ(死球)狙いの行為

5 打者がインコースの投球を避ける動きをしながら当たりにゆく行為

6 プレイ中みだりにベンチを出る行為

7 野手が走者の視界を遮る行為(規則6.01h（2）)

(1) 走者がタッグアップしているとき、野手が走者の前に立ち視界を遮る行

(2) 野手が走者の前に立ち、ボールを保持している投手板上の投手への視界を遮る

行為

8 その回の先頭打者は準備投球が終わるまで次打者席で待機すること

9 投手が投球動作を開始したら、投手の動揺を誘うような声を発しない

競技者マナー



用具・装具に関する事項

1 試合に出場する捕手は、安全のためプロテクター、レガーズ、マスク(スロート

ガード付)、捕手用ヘルメット、ファウルカップを着用すること。打者、次打者、

走者及びベースコーチは、必ずヘルメットを着用のこと(ベースコーチを除き、

いずれも公認された両側か片側にイヤフラップの付いたもの)。なお、捕手用ヘ

ルメットとマスクの一体製品は使用を禁止する。

2 スパイクの色は自由とし、全員同色でなくても構わない。

3 サングラスは、大会本部の承認なしに使用できる。ただし、投手は使用できな

い。

4 ネックウォーマーは、季節を考慮し着用することができる。

5 監督が季節や天候により、グラウンドコートを着用している場合

監督は、アピールや選手交代などをするときには、その身分を明らかにするた

めに、グラウンドコートを脱いで申し出ること。(背番号の確認)

6 ベースコーチと走者となった投手は、グラウンドコートを着用することができ

る。（3.03ｃ【注】）

7 グラブについて

使用区分

安全上、捕手はキャチャーミットの使用をお勧めします。

〔投手用〕 ①縁取りを除き白色・灰色以外のもの。

②PANTONE®の色基準14番よりうすい色は使用できない。

③縁取り、しめひも、縫い糸を除く本体(捕球面・背面・網(ウェ

ブ))は、1色とする。

〔野手用〕 ①連盟では、規則3.07の「守備位置に関係なく、野手はPANTONE®

の色基準14番よりうすい色のグラブを使用することはできい。」

は適用しない。

８ バットは改造、加工したものは使用できない。

用具装具

捕手 一塁手 捕手・一塁手以外の野手

キャチャーミット 〇 × ×

ファーストミット 〇 〇 ×

グラブ 〇 〇 〇

用具
位置





規則適用上の解釈

(1) 内野手に触れないで、その股間または側方を通過した打球には、内野手の股

間または側方だけでなく守備できる範囲を越えた打球も含まれる。（規則

5.06c (6))

(2) スリーバントについて

2ストライク以後に、故意にファウルとするために意識的にカット打法をした

ときは、球審は、動作によってはスイングがないとして、ファウルボールとしな

いでバントとして第3ストライクを宣告する場合がある。(5.09a4、定義13)

(3) アウトの時機(第3アウトと得点の関係)

アウトの時機は、審判員が〝アウト〟の宣告をした瞬間ではなく、プレイが終

了した瞬間である。

【注】球審が、プレイ終了時点が確認できない場合は、アウトの時機は審判員が

〝アウト〟を宣告した時点としなければならないから、得点に関係のある第3

アウトの場合には、審判員はアウトの瞬間に速やかに宣告しなければならない。

この場合に落球したような場合は、宣告の訂正となるがやむを得ない。(5.08a

注1、アマチュア野球内規⑥)

(4) バット全体がフェア地域またはファウル地域に飛んで、守備の妨害になった

場合について(5.09a8【原注】)

① 故意であったか否かの区別なく、妨害が宣告される。

② 妨害は、発生の時点で宣告しなければならない。後で協議して妨害にす

ることはできない。

(5) 走者が野手の触球を避けた場合について(5.09b1)

走者の現在地と塁を結ぶ直線の左右の各3フィートが走者の走路とみなされる。

したがって、走者が触球を避けて3フィート以上遠ざかればラインアウトが宣告

される。

(6) 塁の占有権(5.06a)と走塁放棄(5.09b2)との関連

走者二・三塁のとき、三塁走者が三・本塁間でランダウンプレイ中に二塁走者

が三塁に到達して触れているとき、三塁走者がランダウンプレイを逃れて三塁を

走り越した場合、三塁走者を走塁放棄でアウトにする。

(7) 捕手がボールを持たないで本塁上に出た場合

本塁上とは、本塁の基点を横に引いた線より前のことで、本塁付近だけとする。

なお、上体をこの線より前に出した場合は、足が出なくても打撃妨害が宣告され

る。(6.01g【注1】参照)

(8) 走者のいるとき、投手がボールを両手で身体の前方で保持した後、投手板に

つけばボークとなる。(5.07a1、a2)

(9) 投手の投球当時とは、投手が打者に向かって投球に関連した自然の動作を始

めたときをいう。セットポジションの際の〝ストレッチ〟は投球動作の開始とは

みなさない。

(10) 投手の軸足が、投手板上か投手板をはずしたかに関係なく、本来の守備位置

にいる野手に送球した場合に、その送球がけん制と見られない場合は、ボーク

が宣告される。(6.02a4、a8)
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(11) 走者がいるとき、軸足を投手板に触れている投手が捕手(野手を含む)にサイン

を出すか、あるいは受けるなど、手を動かして肩や胸等に触れる動作をした場

合は、本規則に違反するのでボークとなる。(6.02a8)

また、軸足を投手板からはずして同様な動作をした場合には、遅延行為とみ

なされボークとなる。(6.02a8)

(12) 投手が、投手板上から投げ手にボールを持たない腕を振って塁へ投げるまね

をすることは、遅延行為とみなし、ボークが宣告される。 (6.02a8)

(13) アマチュア野球決定事項(6.02a8)の運用について

走者がリードしていないにもかかわらず、たとえば投手が塁へ、〝山なり〟

のゆるい〝牽制球〟を投げる行為は、牽制球とは見なしがたく、「投手の不必

要な試合の遅延行為」に該当しボークとなる。

(14) 故意四球と捕手の位置(5.02a、6.02a12)

審判員が〝故意四球〟が企図されたと判断する場合とは、捕手があらかじめ

捕手席内で立ち上がって投手の投球を待つ姿勢をとり、しかも誰が見ても作戦

上その打者を敬遠するという守備側の意図が明らかな場合に限られる。

たとえば三塁に走者がいて、スクイズプレイを防ぐためのウエストボールを

投げさせようとして、捕手が腰をかがめたままで投球を待つようなときには、

片足を捕手席の外に出しても、投手にボークを課さないものとする。

(15) 二塁への偽投に引き続いての送球

塁上に複数の走者がいるときに、二塁へ正しく偽投し、投手板に触れたまま

連続して他の塁へ送球する場合は、投手板をはずさなければならない。はずさ

なかった場合にはボークとなる。

(16) 捕球の解釈について(5.09a1、定義15)

打球または送球が野手のグラブに挟まった場合、ボールは生きており、イン

プレイである。野手はグラブにライブのボールが挟まったまま、そのグラブを

投げることは正規のプレイで、ボールが挟まったグラブを捕った野手は規則ど

おりにボールを保持したものとみなされる。たとえば、野手は、ボールが狭

まったグラブを持って走者または塁にタッグすることができる。これは正規の

プレイである。

(17) 打球または送球がプレーヤーのユニフォームの中に入り込んでしまった場合

の処置について(5.09a1、定義15関連)

打球または送球が偶然にプレーヤーまたはコーチのユニフォームの中に入り

込んでしまった場合(あるいは捕手のマスクまたは用具に挟まって止まった場合)、

審判員はタイムを宣告し、ボールデッドにして打者には一塁を与え、審判員の

判断ですべての走者に対して塁にとどめるか、進塁を認める。このプレイで走

者がアウトにされることはない。なお、送球によってこのような事態が生じた

場合、進塁させる基準は、送球が最後の野手の手から離れたときとする。
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(18) アピールの際の「プレイの企て」の解釈について(5.09ｃ)

投手または野手がアピールのために塁に送球し、それが悪送球となってボー

ルデッドの箇所に入り、アピールプレイを果たすことができなかった場合を

「プレイの企て」という。以後いずれの走者、いずれの塁に対しても、再びア

ピールすることはできない。アピール権は消滅する。

(19) 球審が捕手の送球動作を妨害した場合について(5.06c2)

盗塁の阻止、走塁に対する刺殺行為に限らず「球審が捕手のすべての送球(打

球処理を除く)を妨害した場合」つまり、投手への返球行為も含む。たとえば、

第3ストライクを捕手が捕球できなかったときの捕手の守備行為を妨害したとき

も含む(ボールデッド、打者アウト、走者帰塁)。

(20) ベースコーチの肉体的援助について(6.01a8)

塁に複数の走者がいて、1走者に対するベースコーチの肉体的援助があった場

合、その走者に対して送球されるなどプレイが直接行われているときは即ボー

ルデッドとするが、それ以外の場合は即ボールデッドとせず、すべてのプレイ

が終了してからボールデッドにして、肉体的援助のあった走者をアウトにする。

ただし、2アウト後にベースコーチの肉体的援助が発生したときは、その走者を

即アウトとする。

(21) 飛球が捕らえられリタッチが生じた際の「ボールデッド中の塁の踏みなおし」

について(5.09c2【規則説明】B、【注4】)

飛球が捕らえられたときのリタッチを果たす際も、塁を空過した場合と同様、

ボールデッドのもとでは「次の塁」に達すれば、リタッチを果たさなかった塁

を踏みなおすことは許されない。この場合の「次の塁」とは、ボールデッドに

なったときの走者の位置によって定まる。たとえば、走者が

① 二・三塁間のときは三塁が次の塁

② 三・本塁間のときは本塁が次の塁

③ 本塁に達していたときは「次の塁がない」ことから、その走者がダッグア

ウトに入ってしまわない限り、リタッチを果たすべき塁の踏みなおしは許さ

れる。

(22) 投手が投球動作を起こした後、投球動作を止めて(ボーク)、投手板をはずせば

その時点で即ボールデットにして、以後のプレイはすべて無効にする。

（6.02a1）

(23) 前進守備時の野手の位置について

故意に打者を惑わすことと野手の安全を考慮して塁間の半分を目安として、

投手がリリースするまでその位置に留まること。(6.04c)

(24) ホームランの解釈

フェンス最上部を境界線とし、打球がこれを直接越えるか、これに触れてス

タンドインの場合は本塁打とする。プレイングフイールドに戻ればボールイン

プレイとする。

打球が外野フェンスの途中の突き出ている部分に触れてスタンドに入った場

合は、二塁打とする。
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(25) アピール権消滅に関するオリジナルプレイについて

オリジナルプレイとは、打球後に生じた一連のプレイをいう。また、オリジ

ナルプレイが終わったとは、全ての走者が進塁をストップし、たとえば塁につ

いている、あるいは次塁を狙う素振りがない、そして内野手(投手を含む)が内野

でボールを保持している状態をいう。(5.09c後段【注1】関連)

(26) 悪送球が野手の手を離れたときの走者の位置について(5.06b4G関連)

1アウト走者一・二塁、二塁走者がけん制で二・三塁間でランダウンプレイに

なった。その間、一塁走者は二塁に達していた。その後、ランダウンプレイに

おいて二塁手が三塁へ悪送球してボールデットの箇所に入ってしまった。悪送

球が野手の手から離れたとき、二・三塁間には二人の走者がいた。このような

場合は「各走者がその時に位置していたところ」との解釈から、一塁走者には

二塁から2個の塁、すなわち本塁までの進塁を認める。

(27) 対象走者以外に対するけん制球について(6.02a4・a8関連)

走者二・三塁、野手は前進守備、投手は投手板上から三塁にけん制球を投げ

た。三塁手は、一歩前に出てその送球を捕って素早く二塁に送球し、二塁走者

をアウトにした。三塁手に三塁走者をアウトにしようとする行為も見られず、

ましてや、三塁手も一歩前に出たということで「ボーク」が宣告される。

(28) 投球の義務（5.10i関連）

「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」とあるのを「準備投球のために投手板に位置してしまえば」に読み

替える。

（29） 監督またはコーチがマウンドへ行く制限について（5.10ℓ）

監督またはコーチがマウンドに行く回数のカウントの仕方については、アマ

チュア規則委員会より、2015年2月、MLBおよび国際大会の基準として提示され

た下記1～4を、全日本軟式野球連盟でも採用する。

1. 監督またはコーチがファウルラインを越えて投手のもと(マウンド)へ行っ

た場合は必ず1回に数える。（ただし投手交代の場合を除く）。

2. イニングの途中で、監督またはコーチが投手のもとへ行き、投手交代をす

る場合。

新しい投手がマウンドに到着し、その投手がウォームアップ（準備投球）

を始めたならば、その監督またはコーチはベンチに戻らねばならない。も

し、そのままとどまっていた場合には1回と数える。

3. 新しいイニングの初めに、監督またはコーチがマウンドに行った場合

１回に数える。

4. 球審(審判員)は、監督またはコーチに投手のもと(マウンド)へ行った回数を知

らせる。

（30）種類の異なったボールを使用した場合の処置について

例えばM号ボールを使用する試合で、J号ボールが使用されたような場合は、

発見されるまでに行われたプレイは有効とする。ただし、プレイの進行中に発

見されたときは、プレイが落着したときに正規のボールと取り換えるものとす

る。
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（31）規則5.10d【原注】〔前段〕、「同一イニングでは、投手が、1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し、投

手に戻ってから投手以外の守備位置に移ることもできない」は適用しない。

(できる例)投手一野手一野手一投手、投手一野手一投手一野手

（32）交代して一度退いた選手は、キャッチボールなどの相手のほか、ベースコー

チも許される。(5.10d【注】)

（33）試合に出ているプレーヤーの代走が認められる場合(臨時代走者)

審判員はスピード化を図るため、プレーヤーが負傷などで治療が長引く場合

は、相手チームに伝え、試合に出ている9人の中から代走(打順の前位の者、た

だし投手を除く)を認めて試合を進行させる。

臨時代走の役割は、アウトとなるか、得点するか、またはイニングが終了す

るまで継続する。(規則5.10e【原注】関連)

（34）最終回の裏、または延長回の裏の決勝点について

三塁走者の得点が決勝点になる場合に、投手が反則投球してプレイが続けら

れたときは、ボークを優先させて三塁走者の得点を認め、試合を終了する。た

だし、打者によって得点した場合はボークとしない。(6.02aペナルティ)

（35）ボールデッド中でもアピールが許される場合

ボールデッド中に決勝点があげられた場合、および降雨などで試合がいった

ん中断され、その後中止になって勝敗が決するような場合は、ボールデッド中

でもアピールが許される。また、試合がいったん中断されて、その後で特別継

続試合になる場合は、アピールは持ち越されないから、ボールデッド中でもア

ピールが許される。

（36）かくし球について

走者がいるとき、ボールを持たない投手が、投手板のすぐそばでサインを見

るような動作をした場合は、ボールを持たないで投手板についたとみなし、か

くし球は無効でボークとなる。(規則6.02a(9))

（37）没収試合の防止について

没収試合は、規則4.07【注1】に記載のとおり、審判員がとるべき最後の手段

であって安易に適用される性質のものではない。大会主催者や当該チームおよ

び担当審判員が十分注意をすればかかる事態は避けられるはずである。ついて

は、没収試合の防止に向けて、とるべき行動は次のとおりとする。

(1) 大会主催者及び審判員が必ず実行すべき事項

① 選手登録原簿と、当日の試合にベンチ入りメンバー表との照合を試合前に

実施すること。

② メンバー表は、自チーム用、両チーム交換用、球審用、大会本部用、放送席用、

公式記録用、控審判用その他必要な部数を作成すること。

③ メンバー表には、スターティングメンバーだけでなく、当該試合にベンチ入りする

登録選手はすべてフルネームで記入すること。

④ 球審は、試合中に選手の交代があったときは、必ずメンバー表のチェックを行うこと。
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(2) 想定される事態

① 登録原簿とメンバー表記載の選手名の違い

② 選手名と背番号の不一致

③ 同姓の選手の識別が不明確(名前漏れ)

④ メンバー表への守備位置のダブリ記載

⑤ 登録外選手がベンチ入りまたは出場

⑥ 打順誤り(規則6.03(b)のとおり)

⑦ 本来退いたはずの選手が再び出場(規則5.10(d))

(3) 上記①～⑤への対応

《ケース1》試合前のメンバー表交換時点で大会本部の登録原簿照合により誤記

に気づいた場合

(処置)出場選手、控選手を問わず、氏名、背番号の誤記を発見した場合、注

意を与えて書き直させる。罰則は適用しない。登録原簿以外の選手が

記載されていた場合も同様とする。また、守備位置のダブリ記載や同

姓で二人を区別する頭文字あるいは名前を付けないで記載したような

場合も同様とする。

《ケース2》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つけ間違いは、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、実際に出場する前であれば、その選

手の出場を差し止め、ベンチから退去させ、チーム自体の没収試合と

はしない。

(処置3)登録外選手が試合に出場、これがプレイ後に判明したときは、大会

規定により試合中であれば没収試合とし、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。

ただし、上記(処置3)は、

① 登録外選手が、自チームの所属以外の選手であった場合に適用するこ

ととする。

② 単純なミスの場合(監督とマネージャーの連絡ミスで、登録外選手が

自チームの所属選手である場合など)には適用しない。

a)試合中に判明した場合は、その時点でメンバー表に記載されている選

手に交代させ試合を継続する。それ以前の当該選手のプレイはすべて

有効とする。

b)試合後に判明した場合でも、当該選手のプレイはすべて有効とし、処

置3は適用されない。

(38) 7回戦の先発投手の勝投手、負投手の基準は4回とする。5回戦は3回とする。

(39) 試合球が破損した場合の取り扱い

試合中試合球が破損した場合は、ボールデッドとし、その投球からノープレイで

やり直す。
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序

この内規集は、公認野球規則適用上のアマチュア野球規則委員会の統一解釈を収

録したもので、公認野球規則と同等の効力を持つものである。

なお、この内規は、2021年のルールに基づいたものであり、今後ルール改正があ

れば、適用上の解釈にも変更が加えられるかもしれないことをお断りしておく。

2021年2月

一般財団法人全日本野球協会

アマチュア野球規則委員会
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① 次回の第１打者

たとえば２アウト、打者のボールカウント１ボール２ストライク後の投球のときに、

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

１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。

（規則 5.04ａ(３)、5.09ａ(14)）

② バッタースボックスルール

（１）打者は打撃姿勢をとった後は、次の場合を除き、少なくとも一方の足をバッター

スボックス内に置いていなければならない。この場合は、打者はバッタースボックス

を離れてもよいが、〝ホームプレートを囲む土の部分〟を出てはならない。

１）打者が投球に対してバットを振った場合。

２）チェックスイングが塁審にリクエストされた場合。

３）打者が投球を避けてバランスを崩すか、バッタースボックスの外に出ざるを得

なかった場合。

４）いずれかのチームのメンバーが〝タイム〟を要求し認められた場合。

５）守備側のプレーヤーがいずれかの塁で走者に対するプレイを企てた場合。

６）打者がバントをするふりをした場合。

７）暴投または捕逸が発生した場合。

８）投手がボールを受け取った後マウンドの土の部分を離れた場合。

９）捕手が守備のためのシグナルを送るためキャッチャースボックスを離れた場合。

（２）打者は、次の目的で〝タイム〟が宣告されたときは、バッタースボックスおよび

〝ホームプレートを囲む土の部分〟を離れることができる。

１）負傷または負傷の可能性がある場合。

２）プレーヤーの交代

３）いずれかのチームの協議

なお、審判員は、前の打者が塁に出るかまたはアウトになれば、速やかにバッ

タースボックスに入るよう次打者に促さねばならない。

ペナルティ（１）・（２）

打者が意図的にバッタースボックスを離れてプレイを遅らせ、かつ（１）の１）

～９）の例外規定に該当しない場合、または、打者が意図的に〝ホームプレートを囲

む土の部分〟を離れてプレイを遅らせ、かつ（２）の１）～３）の例外規定に該当し

ない場合、球審は、その試合で２度目までの違反に対しては警告を与え、３度目から

は投手の投球を待たずにストライクを宣告する。この場合はボールデッドである。

もし打者がバッタースボックスまたは〝ホームプレートを囲む土の部分〟の外にとどま

り、さらにプレイを遅延させた場合、球審は投手の投球を待たず、再びストライクを

宣告する。
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なお、球審は、再びストライクを宣告するまでに、打者が正しい姿勢をとる

ための適宜な時間を認める。（規則 5.04ｂ(４)(Ａ)、同(Ｂ)）

③ 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、投球動作を変更して送球したとみなされるから、ボーク

となる。（規則 6.02ａ(１)）

投手が投球動作を起こして両手を合わせた後、再び両手をふりかぶることは、

投球を中断したものとみなされる。投球動作を起こしたときは、投球を完了し

なければならない。（規則 5.07ａ(１)）

④ 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 6.01(ｇ)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。（規則 5.08ｂ、6.01ｇ）

⑤ ２アウト、四球暴投、決勝点で打者一塁へ進まず

最終回裏、走者三塁、打者の四球（フォアボール）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った場合は、規

則5.08(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 5.09(ｃ) [5.09ｃ原注] [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、

１） 打者が一塁に進もうとしないとき

２） 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。

（規則 5.08ｂ、5.09ｃ[5.09ｃ原注] [注 2]）

⑥ アウトの時機

アウトが成立する時機は、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３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 5.08ａ[注1]）
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⑦ 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った塁（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。

（規則 5.09ｃ）

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。

⑧ 審判員がインプレイのとき使用球を受け取る

３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 6.01(ｄ)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。（規則 6.01ｄ）

⑨ 打者の背後にウェストボールを投げる

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 6.01(ｇ)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。（規則 6.01ｇ）

⑩ 危険防止（ラフプレイ禁止）ルール

本規則の趣旨は、フェアプレイの精神に則り、プレーヤーの安全を確保するため、

攻撃側および守備側のプレーヤーが意図的に相手に対して体当たりあるいは乱暴に

接触するなどの行為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。

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、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質な場合は、

走者は試合から除かれる場合もある。（規則 6.01ｉ(１)）
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２．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、または走ったり

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）走者のスライディングの足が、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ィングした場合。

（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ってスライドしたり、接触したりした場合。

ペナルティ（１）～（５）

１）フォースプレイのときの０アウトまたは１アウトの場合、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走者が妨害した場合

は、守備側がプレイを試みようとしている走者にアウトが宣告される。ただ

ちにボールデッドとなり、他の走者は妨害発生時に占有していた塁に戻る。

２）フォースプレイのときの２アウトの場合、妨害をした走者にアウトが宣告

され、ただちにボールデッドとなり、他の走者は進塁できない。

３）タッグプレイの場合、妨害をした走者にアウトが宣告され、ただちにボー

ルデッドとなり、他の走者は妨害発生時に占有していた塁に戻る。

４）走者のスライディ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。（規則 5.09ｂ(３)、6.01ｉ(１)、6.01ｊ）

３．タッグプレイのとき、捕手または野手が、明らかにボールを持たずに塁線上お

よび塁上に位置して、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止

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、他の走者は妨害発生時に占有してい

た塁に戻る。（規則 6.01ｈ、6.01ｉ(２)）
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⑪ 投手の遅延行為

走者が塁にいるとき、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（送球するマネも含む）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。（規則 6.02ａ(４)、6.02ａ(８)、6.02ｃ(８)）

⑫ 投球する手を口または唇につける

規則 6.02(ｃ)(１)のペナルティに代えて、審判員はその都度警告してボールを

交換させる。（規則 6.02ｃ）

⑬ 正式試合となる回数

審判員が試合の途中で打ち切りを命じたときに正式試合となる回数について

は、規則 7.01(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。

大会によっては、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、得点差によってコールドゲームとし、正式試合とする特別規則もあ

る。（規則 7.01ｃ）
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審判員のために

1、一般心得

公認野球規則8.00『審判員に対する一般指示〔原注〕』は、審判員として心得てお

かなければならないことを詳しく述べている。これを熟読したうえで、次のことがら

も参考にされたい。

1 規則書と競技者必携に精通すること。

よき審判員は規則書に明るい。規則に通じることは、大きな自信にもつながり信

頼も増す。また規則書と競技者必携は審判員の最大の味方でもある。いつでも規則

書と競技者必携を携行すること。

2 審判員の連帯責任

一人の審判員の失敗は、当該審判員全員の共同責任である。常に連係動作に習熟

し、万一他の審判員が持ち場にいなかったら、互いに助け合って必ずその穴を埋め

なければならない。

3 ゲームのスピードアップに努めること

判定に不信を抱かせたりトラブルが多いと、ゲームは長引いて審判員の存在も目

立ってくる。スムーズに試合を運ぶ審判員は、上手な審判員だといえる。

審判員は規則に忠実でなければならない。規則に忠実なことは審判員として厳格

であり、公平でもあるということばかりでなく、ゲームに活気を与えることになる。

活気のあふれたゲームこそ魅力があるのだ。無用な〝タイム〟も大きな障害である。

攻守交代はかけ足を実行させよ。ゲームの前半、特に3回ごろまでは遅れがちである

からスピーディに進めるように努めること。

4 勇敢でそして公平であること

審判員は大勢の人の前で、瞬間的な出来事に対して、即座に裁定を下さなければ

ならない。常に見たままを的確に裁定するだけでよい。審判員は常に公平でなけれ

ばならない。

5 立派な社会人でなければならない

球場の内と外とを問わず、マナーに注意し、かりそめにも他から非難を受けるよ

うなことがあってはならない。あらゆる点でいつも模範となるよう心がけることが

必要である。

6 健康に留意すること

審判員は精神的にも肉体的にも健康でなければならない。特に、審判員は長時間

肉体と精神を酷使し続けなければならないからである。常に体調管理の徹底を図ら

なければならない。

7 服装は端正に

決して新しい物でなくても、良く磨かれた靴、クリーニングされたシャツ、プレ

スされたズボンの着用を心がけることが、おのずから信頼と尊敬につながるもので

ある。

8 審判用具の点検

常に点検を怠ってはならない。用具を軽快に使用できるように習熟することが大

切である。

一般心得



２、判定に関する心得

1 常にボールから目を離してはならない。

2 選手の邪魔にならないよい位置を占め、プレイに対し最も適切な角度と距離をとる

ようにする。

3 判定を下す前はセットポジションをとりプレイを注視せよ。走りながら判定をして

はならない。

4 プレイの判定を早まらず、プレイが完了するまで待つ。特にアウトの判定を下す場

合は確保の確認が必要である。

5 きわどいプレイの判定は、ジェスチャー、コールとも大きく強調すること。

6 常にどんなプレイにも対応できる心構えと態勢を維持すること。

7 もし、判定の一つに失敗しても、次の判定は正確に行え。埋め合わせば決してする

な。埋め合わせば、失敗をもう一度やるより悪い。

8 他の審判員が「タイム」を宣告すれば必ず同調する。ただし、「ボーク」の場合は、

プレイの成り行きを見極めた後に同調することもある。

9 トラブルが起きた場合は、まず抗議者の資格を確認せよ。そして「必要なことだけ

を聞き、必要なことだけを答える」、これがトラブル解決の秘訣である。なお、抗

議に対して審判員が協議によって得た最終結論は、再抗議があってもいたずらに変

更すべきではない。

３、任務

試合は通常三人または四人の審判員によって行われるが、ときには二人または六人

の審判員によって行われる場合もある。一人が球審でその他は塁審あるいは外審と呼

ばれ、異なった位置を占めそれぞれの任務を持っている。

1 球審

投球の判定にあたっては、インサイドプロテクターを使用する場合は、打者と捕

手の間(スロットポジション)から見極める。アウトサイドプロテクターを使用する

場合は、ホームプレートの後方中央で捕手の真上から見極める。いずれの場合も、

判定が終るまで身体を動かしてはならない。

フォースプレイの場合は、捕球と走者の関係がよく見える位置(角度)で裁定を行

い、タッグプレイの場合は、プレイの妨げにならない範囲で近づき、プレイが最も

見易い位置で裁定を行う。

いずれの場合も、余裕をもって動き、停止をして裁定を行う。

一・三塁線近くの打球に対しては、すばやく前に出てラインをキープして判定す

る。この場合、判定が早すぎないように注意しなければならない。

また、プロテクターの操作やマスクの脱着に習熟することが、素早い行動につな

がり任務を遂行するために必要なことである。

判定に関する心得・任務



任務は次の通りである

(1) 試合を適正に運行するためのすべての権限と責任を持つ。

(2)「ボール」「ストライク」をコールし、それをカウントする。

(3) 塁審が宣告する以外のフェアボールとファウルボールの宣告をする。

(4) 打者についてのすべての裁定をする。

(5) 通常塁審が行うことになっているもの以外のすべての裁定をする。

(6) フォーフィッテッドゲーム(没収試合)の裁定をする。

(7) 試合前に本部で確認された打順表を受け取る。なお試合中、出場プレーヤー

に変更があれば発表する。

(8) 特別グラウンドルールの必要なときはそれを発表する。

(9) 特別継続試合に入る場合はそれを発表する。

2 塁審

一・三塁の塁審は一・三塁ファウルラインの外側、二塁塁審は一・二塁または

二・三塁の延長線方向に位置し、打球、送球に対して速やかに適切な位置をとる。

塁審の位置や動きは人数によって異なってくるので、審判メカニクスを参照し、習

熟することが大切である。

フォースプレイ、タッグプレイの裁定は、球審と同じ要領で行う。

「タイム」「ボーク」を宣告するときは、特別な場合を除き、全員が一致した宣

告をしなければならない。

任務は次の通りである。

(1) それぞれの分担する塁におけるプレイを裁定する。

(2)「タイム」「ボーク」等の裁定については、球審と同じ権限を持つ。

(3) 規則を適用して、規律を維持することについては球審と同じであり、試合の

運行についてはあらゆる方法で球審を援助しなければならない。

3 外審

ポールと一・三塁塁審との中間で、ファウルラインから1メートルないし2メー

トルフェア地域内に位置する。この際、塁審や野手と重なり視野の妨げとならな

いように注意すること。

任務は次の通りである。

通常一・三塁塁審を越えた打球を判定する。

外審の任務は直接得点に影響するものが多いだけに十分な注意が必要である。

特にポール際の飛球は、あまり打球を追わずに眼で迎えながら身体を回し、ライ

ンをまたいで打球がポールのどちら側を通過したかを見極めて判定する。

また、フェア地域のフェンス付近や地上寸前で捕球するようなプレイには、適

切な角度をとり近づいて判定しなければならない。

任務



審判員に関する取り決め事項

一 審判員の服装

審判員にふさわしい服装とし、各都道府県支部において統一する。

マスク等の装具は、連盟公認のものを使用する。

オフィシャルマークの帽子、公認審判員ワッペンを着用のこと。

※マスクは2022年度よりS・Gマークの付いたものを使用すること。

二 球場への到着から試合終了まで

1 審判員は、試合開始予定時刻より、少なくとも1時間前までに球場に到着する。

2 天候、球場の状態が試合を開始するのに適しているかどうかを、球場責任者と打ち

合わせて大会本部に報告して指示を受ける。

3 場内の点検、設置器具、各ラインなどの点検をする。

4 試合開始前に担当審判員(控え審判員を含む)は相互のコミュニケーションを深める

ために、打ち合せや決まりごと等の確認を行う。試合終了後には、必ずその試合の

反省を行う。

5 球審立ち合いのもとに、両チームの監督または主将により攻守の決定を行い、打順

表の交換が終わったのち、監督または主将がベンチに戻り次第、後攻チームより

シートノックを行うよう指示する。

6 担当審判員は、シートノック中に両チームの用具・装具を点検する。

(1) 連盟公認でない違反のバットがあれば取り除き大会本部で預かる。

(2) 違反の装具があれば、改めるよう指導する。

7 球審は5回終了時に使用球を新しいボールと交換する。なお審判員は季節によって

は、随時水分を補給する。

8 暗黒、降雨その他の事情で試合を中止するなど大会の運営に関係ある事柄について

は、当該審判員が大会本部と協議をして決定する。

三 控え審判員

連盟主催大会では、控え審判員制を採用する。

1 アマチュア野球では、提訴試合が認められない。したがって審判員の規則適用の誤

りや、その他監督などの抗議を直ちに解決するため、控え審判員を置く。(7.04)

2 控え審判員は2名とし、内1名はアウトカウント、ボールカウントを常に確認し、

このことについて責任を持つ。なお、その他の事項についても、他の1名と同様の責

任を持つ。

3 カウントの明らかな間違いについては、控え審判員が訂正させる。

4 当該審判員が裁定に苦しむときは、控え審判員と協議することができる。

5 規則適用の明らかな間違いについては、控え審判員がその誤りを訂正させることが

できる。

6 大会に派遣されている技術委員、および審判技術指導員は、控え審判員としての資

格を有するものとする。
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審判上の取り決め事項ならびに注意すべき規則

１、宣告の取り決め

1 ファウルライン付近を転がる打球は、一・三塁ベースまでは球審、一・三塁ベー

スを含む以遠のものは塁審が宣告する。ただし、塁に触れた打球は球審とし、外野

方向への打球は塁審が宣告する。

内野フライ、インフィールドフライおよび故意落球は原則として球審が宣告し、

外野フライ、ファウルフライは捕球した野手に近い審判員が宣告する。なお、内野

へのライナーに対しては、一番よく見える位置にいる審判員(オープン・グラブ・ポ

リシー)が原則として、キャッチまたはノーキャッチを判定する。

2 ファウルボールの宣告は、身体の向きは特に規制しないが、フェア地域の方を向

いてはいけない。

3 投球が打者に触れたがヒット・バイ・ピッチとしない場合、両手を上げてボール

デッドであることを示し、「ボール」または「ストライク」と宣告する。

4 スクイズプレイまたは本盗の場合、投手の投球を捕手が本塁上に出るか、あるい

はバットまたは打者に触れてボークと打撃妨害の規則が適用される場合は、「タイ

ム」を宣告後、「打撃妨害」を宣告して三塁走者等すべての走者の進塁を認め、続

いて打者を一塁に進める。

5 打球、送球等に野手がグラブを投げて故意に触れさせるか、帽子・マスクその他

着衣の一部を、本来着けている個所から離して故意に触れさせた場合

(1) フェアの打球に対しては「ティク・スリー」と宣告して3本の指で示す。

(2) 送球(投手板上からの送球も含む)に対しては「テイク・ツー」と宣告して2本

の指で示す。

(3) 投球に対しては「テイク・ワン」と宣告して1本の指で示す。

【注】いずれの場合もボールインプレイであり、走者の進塁の起点は、野手の投

げたグラブ等が打球または送球に触れた瞬間である。

２、本・一塁間に設けられてあるスリーフットレーン内を、打者走者が走っているかど

うかは球審が見る。(ライン上はスリーフットレーン内に含まれる)

したがって、一塁への守備が行われているとき、スリーフットレーン外を走り、守

備を妨害した場合に、「ヒー・イズ・アウト」を宣告するのは球審である。

３、アピールプレイ

1 塁を空過するか飛球が捕えられたとき、リタッチを果たさず進塁した走者に対し

て、元の塁だけでなく進塁した塁上で触球してアピールすることも認められる。

2 ボールインプレイ中にアピールがあり、このアピールに対して、審判員が「タイ
ム」を宣告して協議しなければならない場合は、ボールデッド中に協議結果を宣告
する。

3 アピールプレイは、ボールインプレイのときに行わなければならないから、タ

イムを要求してアピールをしようとしたときは、審判員は「タイム」を宣告し

てはならない。しかし、審判員が「タイム」を宣告した場合には、ボールイン

プレイにしてから改めてアピールをさせることとする。
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４、キャッチ(捕球)

併殺プレイのとき、ピボットマンはすばやい送球動作を行うので、落球か否かの判

定については、野手が捕球後、ボールがそのプレーヤーの「投げ手」に移り、送球動

作に移ったことが明らかなときは「キャッチ」と判定される。

しかし、投げ手に移されようとする状態とか、あるいは、投げ手に移ったばかりで、

まだ送球動作に入っていないときは、「キャッチ」とはみなされない。

【注】「ピボットマン」とは、併殺の際、ボールを継送するプレーヤーである。たと

えば遊撃手－二塁手－一塁手とわたる併殺ならば二塁手を指す。

５、ヒット・バイ・ピッチ(死球)の判定

打者が投球を避けようとすることが条件である。(身体が打者席の捕手寄りでなく後

方向に移動すること)しかし、投球がストライクゾーンで打者に触れた場合には、避け

ようとしたかどうかを問わずすべて「ストライク」である。

６、打球が再びバットに当たった場合

1 バッタースボックス内で当たったときはファウルボールである。

2 バッタースボックス外(フェア地域)で当たったときは、打者をアウトにする。た

だし、バッタースボックス外で当たったときでも、打者の両足がまだバッタース

ボックス内に残っているときはファウルボールである。

(1) フェア地域で、落としていったバットに打球が転がってきて当たったときは、

ボールインプレイである。

(2) 投げたバットが打球に当たったときは、バッターはアウトになり、ボールデッ

ドとなる。

(3) 折れたバットの先の部分が、打球に当たったときは、ボールインプレイである。

７、故意落球

容易に捕球できるはずのフライまたはライナーを、内野手が片手または両手で現実

に打球に触れてから、併殺を企てるため故意に落としたものが故意落球であり、ボー

ルデッドとなる。しかし、手またはグラブに触れな1いで落としたものは故意落球と

はならず、ボールインプレイである。

８、ハーフスイングの判定

球審が下したハーフスイングの判定には抗議はできないが、「ボール」と宣告した

ときだけ、監督または捕手は、振ったか否かについて塁審にアドバイスを受けるよう、
球審に要請することができる。

なお、バントはスイングではないから、ハーフスイングについての要請は受けられ

ない。ただし、捕手の陰で打者の行為が判然としないようなときは、球審は独自の判

断で塁審にアドバイスを求めることができる。
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９、走者が盗塁を企てたとき、捕手の送球動作を妨害した場合

1 打者の妨害

打者はいかなる形であろうとも走者を助けようとする行為をしてはならない。

(1) 現実に捕手の送球動作が妨害されたときに限る。

(2) 打者をアウトとし、走者を元の塁に戻す。

(3) 妨害にもかかわらず捕手が送球できて、走者をアウトにしたときは打者はア

ウトにならず、妨害はなかったこととする。

(4) 妨害にもかかわらず送球することができて、走者をアウトにできるタイミン

グであっても、野手が落球して走者をアウトにすることができなかったときは、

妨害として処置する。

(5) 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、審判員は直

ちに「タイム」を宣告して、打者を妨害によるアウトにし、走者を元の塁に戻

す。(6.03a（3）、【注2】)

2 球審の妨害(打球処理を除く、捕手のすべての送球動作)

(1) 捕手の送球で走者をアウトにしたときは妨害とはならない。なお、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、球審は直ちに「タイ

ム」を宣告して走者を元の塁に戻す。(5.06c（2）付記、注)

(2) 第3ストライクを捕手が捕球できなかったときの捕手の守備行為を妨害した

ときも、球審は直ちに「タイム」を宣告して打者をアウトにし、走者を元の塁

に戻す(5.06c（2）)。なお、投手への返球行為を妨害したときも含まれる。

１０、打者が反則打球をした場合

打者が反則打球をした場合は、打者はアウトとなる。なお、走者がいる場合は

ボールデッドとなって投球当時に占有していた塁に戻す。(6.03a（1）・5.06c

（4）)

１１、ダブルプレイが故意の妨害により阻止された場合

1 走者による場合

妨害した走者とともに打者もアウトにする。

(1) ピボットマンの守備を故意に妨害したとき(5.09a13、5.09b3)

(2) 打球の進路を故意に変えたり、捕ったりして打球を妨げるか、打球を処理し

ようとしている野手の守備を故意に妨害したとき(6.01a6)

2 打者走者による場合

どこで併殺が行われようとしていたかに関係なく、その打者走者と本塁に最も

近い走者をアウトにする。(6.01a7)

3 アウトになった打者または走者、あるいは得点したばかりの走者による場合

併殺の対象となった走者をアウトにする。どの走者に対して守備が行われよう

としていたか判断しにくいときは、本塁に最も近い走者をアウトにする。

(5.09a13、6.01a5注)
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１２、同一塁上で二人の走者にタッグした場合

1 ボールインプレイのとき、二人の走者が同一塁に触れているときは、その塁の占有

権は前位の走者にある(5.06a（2）)。したがって、二人の走者にタッグしたときは

後位の走者を指さして「ヒー・イズ・アウト」を宣告し取り除く。ただし、（5.06

ｂ（2））適用の場合を除く。

2 フォースの状態で進塁を余儀なくされた走者が元の塁に触れたままの場合は、その

塁の占有権は後位の走者にあるから、二人の走者がその塁上にいてタッグされたと

きは前位の走者がアウトになる。(5.06b（2）)

１３、走者が一塁におり、打者走者を先にアウトにした場合

打者走者が先にアウトになれば、一塁走者は塁を明け渡す(進塁)義務は無くなるか

ら、帰塁も進塁も自由である。このようなときには、審判員は特に一塁手が先に走

者にタッグしたか、ベースに触れたかを確認することを怠ってはならない。先に一

塁走者にタッグしてから、次に一塁ベースに触れれば二つのアウトが成立する。

(5.09b6)

１４、悪送球が場外に出た場合の進塁の基準

悪送球が場外に出た瞬間にボールデッドとなるが、そのときの走者の位置が進塁

の基準ではない。(5.06b4G)

1 打球処理直後の内野手の最初のプレイに基づく送球(ファーストスロー)が悪送球の

ときは、投手の投球当時の各走者の位置を基準として2個の塁が与えられる。(打者

を含む各走者が1個の塁を進んだ後に送球したものを除く)(5.06b4G規則説明)

2 その他の送球のときは、常にその悪送球が野手の手を離れたときの走者の位置を基

準として、2個の塁が与えられる。ただし、フライが捕球された後に続く悪送球の場

合に限って、投手の投球当時、その走者が占有していた塁を基準として2個の塁が与

えられる。このとき、捕球より離塁の早かった走者は次の塁に達しなければ、ボー

ルデッドの状態であってもリタッチを果たすことは許される。もし、リタッチを果

たさないときは、プレイ再開後にアピールがあればアウトになる。(5.06b4原注2、

5.09c2規則説明B、注4)

１５、正しい投球姿勢の徹底(5.07a1、a2)

1 投手がセットポジションに入るとき、一塁へ左肩(右投げ)を大きく振って「偽投と

見間違えられる極端なものに限定」それから向き直ってストレッチに入る入らない

に関係なく、偽投と類似の動作をした場合。(ボークとなる)

2 二塁に走者がいるとき、投手が二塁に顔を強く振りながら「自由な脚および両手が

伴いあまりにも不自然な投球動作」をした場合。(ボークとなる)

3 打者への投球動作を起こしたならば、中断したり、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。“中断”とは、投手が投球動作を起こしてから途中

でやめてしまったり、投球動作を一時停止したりすることであり、“変更”とは、

ワインドアップポジションからセットポジション（または、その逆）に移行したり、

投球動作から塁への送球（けん制）動作に変更することである。

4 セットポジションから投球する投手は、投球するまでに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。その保持に際しては身体の前面ならどこで

保持してもよいが、打者あるいは走者の位置によってその保持する箇所を変えるこ

とは欺瞞行為にあたる。したがって、同一投手は、1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。(注意指導)
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１６、ホームスチールとピッチドボール(投球)の判定

決してあわててはいけない。まず投球の判定を宣告し、次に本塁でのプレイを、

「アウト」か「セーフ」のジェスチャー、コールで示す。それから、改めて記録員

に、今の投球は「ストライク」か「ボール」であったかを通告する。

１７、ランダウンプレイ中に野手の際どいタッグプレイがあり、実際にはタッグが無

かったときは、審判員は「ノータッグ」と宣告し、セーフと同じジェスチャーで示

す。(5.09b関連)

１８、タイムを宣告する時期

プレーヤーは、投手がワインドアップを始めるかセットポジションをとったとき、

プレイが始まろうとしているとき、またはプレイが行なわれているときには「タイ

ム」を要求できない。したがって、審判員はこのような要求があっても「タイム」

を宣告してはならない。(5.12b8、5.04b2原注)

しかし、プレーヤーは往々にして時期をわきまえず「タイム」を要求することが

ある。このようなとき、審判員はとっさに「タイム」をかけるべきか否かを判断し

て処置しなければならない。この判断と処置は審判員にとって極めて大切な審判技

術の一つである。

なお「タイム」が発効するのは、「タイム」が要求されたときでなく、審判員が

「タイム」を宣告した瞬間からである。(5.12a、5.12b)

１９、雨の中で試合を開始する場合、または、暗黒、降雨等で試合を中止する場合

試合の開始、中止、再開については、当該審判員が大会本部と協議のうえ決定す

るよう取り決められている。なお、日没時は少し早めに打ち切るのがよい。もう1回

できそうだと思えるときが打ち切り時である。

審判員の構え、判定と宣告、ジェスチャー

審判員は、すべてのプレイを見たままに正確に判定して、宣告する義務がります。

そのためにも、以下記載されている諸事項と併せて、プロアマを問わず、我が国統一

の審判マニュアルとして、全日本野球会議審判技術委員から、基本のジェスチャー及

び基本のメカニクスを、冊子にまとめた「審判メカニクス・ハンドブック」が発行さ

れておりますので、審判技術の確立に活用されるよう、お願いいたします。
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審判員の服装

〇都道府県支部が定めた審判服を着用する。
〇公認審判員のワッペンを着けること。
〇オフィシャルマークの帽子を着用のこと。



集合と挨拶、試合の開始、球審の構え

集合と挨拶

1、ユニフォームを着た両チームの全員が、それぞれ自チームのベンチ前に整列して、集
合の合図を待つ。

2、審判員は試合開始予定時刻の5分前に、両チームに集合を呼び掛け、本塁方向に向かう。
3、審判員は捕手席の後方に、本塁を中心とした横1列（右から一塁塁審、球審、二塁塁審、

三塁塁審の順）に並ぶ。なお、外審がつく場合は、その左右に並ぶ。
4、両チームの選手は、打者席の外側に監督（少年部・学童部は主将）を先頭にして、向か

い合って1列に整列する。
① 両チームの監督（少年部・学童部は主将）に握手をさせる。
② 球審の合図により全員脱帽をして、相互に礼を交わす。
③ 守備側チームは、その場から守備位置に向かう。

試合の開始

球審は投手の準備投球が'終了したらマスクを付け、捕手の後方に位置する。
〇宣告用語「プレイ」
〇宣告

球審は、塁審（外審を含む）およびプレーヤーが所定の位置についているかを確認し、
オンザラバーのスタンスを取り、投手が正規に投手板に位置したら右手を伸ばして「プレ
イ」と宣告する。

球審の構え

スロット・ポジシヨン（スロット・スタンス）
リラックスしているときは、身体の中心を打者のインサイド側ホームプレートのエッジ
に置くようにする。
構えるときは、まず打者側の足（スロットフット）を移動して爪先を投手の方向に向け
る。
この際、爪先を打者側の捕手の踵の線と平行にする。次に反対側の足（卜レルフット）
を肩幅よりやや広め（両足のスタンスは自分の1番楽な位置)に開き、打者側の足の踵の
線に爪先がくるようにする。（爪先は45度まで開いてもよい）
投手に正対して、ホームプレートのインサイドの線に身体の中心がくるようにし、やや
前傾姿勢で、捕手の頭の上部から、やや高めに顎が位置するように構える。
構えたときの腕と手は、打者側の腕は90度に曲げてベルトのあたりに止め、片方の腕は、
膝の上部あたりに軽く添えるか、両腕を足の内側に入れて太ももあたりに置き、手は自
然に下げるか軽く握る。
「構え」たときから「宣告」まで、投手に正対していなければならない。



マスクの外し方～ボーク

マスクの外し方

マスクを外すときはインジケータを左手薬指と小指の二本で持って他の指三本（親指、
人差し指、中指）でマスクの左側の下部を握り、前に引いてから押し上げるようにする。
打球から目を離さないようにするため、マスクを外すときに下を向かないよう注意する。

投球の判定

投手が投げてから捕手が捕るまでボールを目で追い、投球を判定することを「トラッキ
ング」という。投球を正確に判定するための大事な作業である。
投球がミットに入ってからコールする。

1、ストライク
〇◦宣告用語「ストライク・ワン」「ストライク・ツー」「ストライク・スリー」
〇宣告
ゲット・セットの姿勢でトラッキングを終えたら、ボール（捕手のミット）から目を
離さず一連の動作で立ち上がりながら、コールする。

2、 ボール
〇宣告用語「ボール・ワン」「ボール・ツー」「ボール・スリー」「ボール・フォー」
〇宣告
ゲット・セットの姿勢のまま、ボール（捕手のミット）から目を離さず、顔を動かさな
いでコールする。
打者が四球に気がつかなかったときは、声で一塁に進むことを促す。（左手で一塁を指
さすジェスチャーはしない）
3、 ボールカウントの表示
両手を頭のあたりまで上げ、左手の指で「ボール」の数を、右手の指で「ストライク」
の数を示す。はじめに「ボール」の数を、次に「ストライク」の数をコールする。
4、 申告による故意四球
守備側の監督がタイムを要求し、打者を故意四球とする意思を球審に示した場合は、
ボールデッドとしタイムのジェスチャーを行い、打者に一塁へ進塁の指示を行う。
5、 振り逃げの際のジェスチャー
ノーキヤッチのジェスチヤーをする。

ヒット・バイ・ピッチ(死球)

打者が打とうとしなかった投球に触れたときその場で宣告する。
〇宣告用語「ヒット・バイ・ピッチ」
〇宣告
まず、両手を上げてボールデッドのジェスチヤーをし、「ヒット・バイ・ピッチ」と宣
告して、打者を一塁に進ませる。

ボーク

ボークにもかかわらず、プレイが続けられた場合は、結果によって成り行きになるか、
ボークを適用するかを判断する。
〇宣告用語「ボーク」または「ザッツ・ボーク」
〇宣告
*ボークがあった場合でも、即ボールデッドにならず、成り行きになる可能性があるので、
次の要領で「ボーク」とコールする。
投球＝球審はコールのみ。塁審は右手で投手を指さし、「ボーク」とコールする。
送球＝球審・塁審共に、右手で投手を指さし、「ボーク」とコールする。
*プレイがなかったら、コール後直ちに「タイム」と宣告して、ボークの処置をとる。
コール後プレイがあったときは、プレイを進めたが結果的にボークを適用する場合には、
プレイが一段落してから、改めて「タイム」と宣告してボークの処置をとる。



打球の判定（責任範囲）

打球の判定（責任範囲）

ゴ ロ
一・三塁のキヤンバスバッグまでは球審。それより以遠は塁審が判定する。
球審は、ファウルライン際の打球は、ラインをまたいでフェア、ファウルの判定を行う。

内野へのライナー
内野へのライナーに対しては、原則として一番よく見える位置にいる審判員が、「キ
ヤッチ」または「ノーキヤッチ」を判定する。（オープン・グラブ・ポリシー)

*二塁塁審が中にいる場合、次の打球の判定をする。
P L 投手への打球および極端な前進守備をとった内野手への正面の打球を判定する。
1 B 一塁手の正面および一塁手からライン寄りの打球ならびに二塁手の左の打球につい

て判定する。
2 B 二塁手または遊撃手の正面の打球、一塁手または二塁手の右に飛んだ打球ならびに

三塁手または遊撃手の左に飛んだ打球について判定する。
3 B 三塁手の正面および三塁手からライン寄りの打球ならびに遊撃手の右に飛んだ打球

について判定する。

*二塁塁審が外にいる場合
オープン・グラブ・ポリシー (グラブの腹側の塁審が判定する）の原則に従う。同時に、
審判員相互の意思の疎通が重要である。

外野の飛球
試合の審判員の員数制によって責任区分は異なるが、四人制における基本的な責任区分
は、右翼側はファウル地域を含め右翼手までは一塁塁審。左翼側はファウル地域を含め
左翼手までは三塁塁審。その他は二塁塁審が担当する。
二塁塁審が内野内に位置した場合は、中堅手の正面前後から右翼手側の打球は一塁塁審、
左翼手側の打球は三塁塁審が担当する。
いずれの場合でも、通常の飛球は角度をとり、深追いをせず、余裕を持って捕球の確認
ができる程度にとどめる。
しかし、トラブルボールの場合はできるだけ近付き、捕球の有無が確認できる角度をと
る。なお、そのときはそのまま外野にとどまる。

フェアボール
〇宣告用語「ノーボイス（発声はしない)」=ジェスチヤーのみ
〇宣告
フェア地域の方向へ片手で指さして（球審はマスクを持ったままでもよい）、ポイント
をし、フェアであることを示す。この場合、打球から目を離さないように注意する。な
お、ライン際の打球、フェンス際の打球などは、フェアのジェスチヤーを強調する。
ショートバウンドで捕った打球や、落球があった場合には、「ノーキヤッチ」とコール
して両手を大きく横に開く。

フアウル、フアウルボール
宣告は立った姿勢で行う。
ライン際の打球は追って近付き、止まってラインをまたいで見極める。ネットあるいは
フェンス際の飛球は、いち早くその場所に移動して、打球がネットやフェンスに触れた
かどうかの確認ができる位置をとる。
〇宣告用語「ファウル」「ファウルボール」
〇宣告
両手を「ハの字」に開いて高く上げ、「ファウル」あるいは「ファウルボール」と宣告
する。球審は、マスクを付けたまま、または片手（左手）に持ったままでもよい。
フェアかファウルか際どい場合は、ジェスチヤー、コールを強調する。



セーフ～エンタイトルツーベース

セーフ

プレイを見極めて宣告する。
〇宣告用語「セーフ」
〇宣告
セーフを確認したら指をつけ両腕を地面と平行になるように横に開いて「セーフ」と
コールする。
マスクは常に左手で持つ。

アウト

プレイを見極め、捕球を確認して宣告する。
〇宣告用語「ヒー・イズ・アウト」
〇宣告
捕球を確認したら、右手を握って肘から先が地面と直角になるように上げて「ヒー・イ
ズ・アウト」とコールする。
マスクは常に左手で持つ。

故意落球

原則として球審が前に出て、内野手がフェアのフライまたはライナーを故意に落としたか
どうかを見極める。
0アウトまたは1アウトで、走者が一塁、一・二塁、一・三塁、満塁のときに適用される。
（ボールデッド）

〇宣告用語「タイム」「故意落球」「バッターアウト」
〇宣告
球審は、ホームプレートの前方、ダイヤモンド内に移動して「タイム」と宣告し、右手
で野手を指さして「故意落球」と宣告し、続いて打者に「バッターアウト」とコールす
る。塁審が宣告した場合、球審は塁審の判定に合わせて必ず追従判定を行う。

インフイールドフライ

インフィールドフライの規則適用の状況が生じたときは、右手を左胸に当てて、審判員相
互のシグナルの交換をする。
内野手が、普通の守備行為で捕球できると見極めたら、直ちに宣告する。しかし、風の強
いときなどは宣告を早まらないように、内野手の守備行為を見極めてから宣告する。
0アウトまたは1アウトで、走者が一・二塁、満塁のときに適用される。
(ボールインプレイ）
〇宣告用語「インフィールドフライ」
〇宣告
原則として球審が前に出て打球を見極めてから、右手で打球を指さし、「インフィール
ドフライ」と宣告した後、「バッターアウト」とコールする。なお、塁審も「イン
フィールドフィールドフライ」を宣告する。
塁審が宣告した場合、球審も塁審の判定に合わせて必ず宣告する。
ファウルライン際の飛球に対しては、「インフイールドフライ・イフ・フェア」と宣告
する。ファウルボールになれば「インフィールドフライ」にはならない。

場外二塁打（エンタイトルツーベース）

塁審は、打球を追って打球が'一度地面に触れてから（間接)、フェンスを越えたかどう
かを確認する。
〇宣告用語「ツーベース」
〇宣告
フェンスを越えてボールデッドの個所に入った場合は「タイム」と宣告し、続いて右手
を上げて2本の指を立て「ツーベース」と宣告する。なお、ライン際の打球については、
まず「フェア」のジェスチャーを強調し、一拍置いて「タイム」「ツーベース」と宣告
する。



ホームラン～打撃妨害

場外本塁打（ホームラン）

塁審は、打球を追い直接フェンスを越えたかどうかを確認する。
〇宣告用語「ホームランJ
〇宣告
フェンスを越えたことを確認した後、右手の指を立て頭上で大きく回して、「ホームラ

ン」と宣告する。

反則打球

打者が足(両足、片足を問わない）をバッタースボックスの外へ踏み出して、地面につい
てからバットに投球を当てたかどうかを確認する。
〇宣告用語「タイム」・「反則打球バッターアウト」・(例）ランナー・サードベース
〇宣告
球審は「タイム」と宣告し、右手で打者を指さして「反則打球」と宣告し、続いて

「バッターアウト」とコールする。走者が走っているようなときは、走者を投球当時占
有していた塁に戻す。

打撃妨害（インターフェア）

直ちにボールデッドになる場合と、プレイの推移を見極める場合とがある。
〇宣告用語「打撃妨害jまたは「インターフェア」
〇宣告
プレイがない場合……球審は「タイム」と宣告し、続いて捕手を右手で指さして「打撃

妨害」または「インターフェア」をコールする。
続いて打者に一塁を与える。（ボールデッド）

プレイがある場合……球審は右手で捕手を指さして「打撃妨害」または「インターフェ
ア」と宣告する。
プレイの推移を見る。（インプレイ）

① 妨害にかかわらずプレイが続けられた場合
プレイが一段落した後に「タイム」と宣告し、ダイヤモンド内に移動して再度右手で
捕手を指さして「打撃妨害jまたは「インターフェア」を宣告する。打者が一塁でア
ウトになったような場合は、打者に一塁を与える。
打者が一塁に生きた場合は、妨害はなかったものと見なされる等の規則に則った処置
を取る。処置後、球審は記録員に向かって、左手甲をたたいて「打撃妨害」または
「インターフェア」があったことを知らせる。

② 打者がアウトになり、「監督の選択権Jが生じた場合
塁上の各走者を元の占有塁に戻し、打者を一塁に進める。その後、記録員に向って、
左手甲をたたいて「打撃妨害」があったことを知らせるとともに、攻撃側ベンチに同
様のジェスチャーで「打撃妨害」を知らせる。監督の申し出により、その後の処置を
とる。

スクイズプレイまたは本盗のときの打撃妨害
(打者の背後にウェストボールを投げた場合も含む)

三塁走者の走塁行為、捕手の位置に注意する。
〇宣告用語「タイム」「打撃妨害」または「インターフェア」
〇宣告
球審は、「タイム」と宣告し右手で捕手を指さして「打撃妨害」または「インターフェ
ア」を宣告し、直ちに三塁走者の進塁（得点）を認め、続いて打者を一塁に進める。
また、他に走者がある場合は、盗塁行為の有無に関係なくボークによって1個の進塁を
認める。



チェックスイング～塁審の待機位置

ハーフスイング、チェックスイング

ハーフスイングの際、監督または捕手からチェックスイングの要請があった口は、球審は
マスクを付けたまま横（一任する塁審の方向）に1・2歩移動して、右打者のときは一塁塁
審を、左打者のときは三塁塁審を左手で指さすか、手のひらで、要請についての判定を一
任する。（4人制以外のときは、同じ要領で中にいる塁審に判定を一任する）球審がハー
フスイングか否か判断できなかった場合、独自の判断で塁審に要請することもある。
なお「スイング」の判定がなされた時は、球審はあらためて「ストライク」をコールする。
〇宣告用語 球審=“Did he go ?”「振った？」

塁審=「スイング！」“Yes, he went”、
「ノースイング！」“No，he didn‘t go.”

〇宣告
塁審は、球審から要請があった場合、振ったと判定したときは、「スイング」とコール
して、アウトと同じジェスチヤーで示し、振っていないと判定したときは、「ノースイ
ング」とコールして、セーフと同じジェスチヤーで示す。なお、球審は「スイング」
「ノースイング」のコールにかかわらずボールカウントを表示する。

守備と走塁

フォースプレイはプレイ全体が見える位置で、タッグプレイは野手の邪魔にならない位置
で見る。
いずれの場合も、角度と距離に注意する。
内野フライは球審が前に出て見る。
外野フライは塁審が打球を追って見る。
内野側のファウルフライは、近くの審判員ができる限りプレイを正面から見るようにする。

一塁塁審、三塁塁審の位置

一塁塁審、三塁塁審はファウルラインの外側に位置する。

塁審の構え方（セットポジション)

走者がいないときは、スタンディング・セットポジション（立ったままで膝を少し曲げ、
いつでもスタートできる姿勢）で立ち、打者に正対する。
走者がいるとき、一塁塁審と三塁塁審は投手に正対し、二塁塁審は打者に正対して顔を投
手に向け、セットポジション（セットの姿勢）で構える。
構えるタイミングは、投手がボールを持って、投手板に位置したときである。これは、投
手の規則違反（ボーク）を見逃さないためである。いずれの場合もボールを持った投手か
ら目を離さず、ボールがリリースされたら身体(胸）を打者に向け、ホームプレート（打
者）に視点を移す。
〇セットポジションの構え方

1 膝を軽く曲げる。腰を曲げない。
2 両手を膝または太ももの上に置く。両脚の内側に置かない。
3 頭を上げる。頭を落としてはいけない。
4 肘をまっすぐにする。
5 肩の力を抜き、リラックス。
6 重心は前に置き、機敏に動けるようにする。

塁審の待機位置と姿勢

攻守交代時における塁審の待機位置と待機姿勢は、一・三塁塁審はベースの約20メート
ル（または芝の切れ目約5 メートル）後方で内側に約3メートルとし、二塁塁審は二塁
ベースとセンターとの中間付近とする。いずれも、観客・選手と離れた位置とし、足を
肩幅に開いてリラックスして、手は後ろで組む姿勢とする。



セーフ～テイク・ツー

セーフ

〇宣告用語「セーフ」
〇宣告
セーフを確認したら、指をつけ両腕を地面と平行になるように横に開いて「セーフ」と
コールする。
―塁でのプレイ、または他の塁でのフォースプレイのとき、野手の足が塁(バッグ）から
離れたためにセーフになった場合は、「セーフ」とコール後、引き続いて足が離れた方
向へ、両腕を振って「オフ・ザ・バッグ」とコールする。

アウト

〇宣告用語「ヒー・イズ・アウト」
〇宣告
捕球を確認したら、右手を握って肘から先が地面と直角になるように上げて、「ヒー・
イズ・アウト」とコールする。

キヤツチ

〇宣告用語「キャッチ」
〇宣告
フライ等を捕球したときは、アウトと同じジェスチヤーで「キヤツチ」とコールする。

ノーキヤッチ

〇宣告用語「ノーキャッチ」
〇宣告
フライ等を捕球できなかったときは、セーフと同じジェスチャーで「ノーキャッチ」と
コールする。

テイク・ワン

① 投球または投手板上からの送球が、ボールデッドの個所に入ったかどうかを確認す
る。（野手を通過してから再び野手に触れ、ボールデッドの個所に入れば、テイク・
ツーとなる）

② 投球に、捕手がマスク等を故意に触れさせたかを確認する。（ボールインプレイ）
〇宣告用語「ユー・〇〇ベース」または「ランナー・〇〇ベ—ス」
〇宣告
① ボールデッドの個所に入った場合は、「タイム」と宣告し、続いて右手を上けて、1
本の指を立て、「ユー・〇〇べース」または「ランナー〇〇ベース」と宣告する。

② 投球にマスク等が触れた場合は、右手を上げて、1本の指を立て、「ユー〇〇ベー
ス」またはランナー・〇〇ベース」と宣告する。

テイク・ツー

送球（投手板上からの送球を含む）に、グラブ等を投げて当てたか（ボールインプレ
イ）、送球がボールデッドの個所に入ったかどうかを確認する。

〇宣告用語「ユー・〇〇ベース」または「ランナー・〇〇ベース」
〇宣告
ボールデッドの個所に入らない場合は、右手を上げて、2本の指を立て、「ユー・〇〇
ベース」または「ランナー・〇〇ベース」と宣告する。
ボールデッドの個所に入った場合は、「タイム」と宣告し、続いて右手を上げて、2本の
指を立て、「ユー・〇〇ベース」または「ランナー・〇〇ベース」と宣告する。



テイクスリー～ラインアウト

テイク・スリー

フェアの打球に、グラブ等を投げて当てたかどうかを確認する。（ボールインプレイ）
〇宣告用語「ユー・〇〇ベース」または「ランナー・〇〇ベース」
〇宣告
打球にグラブ等が触れた場合は、右手を上げて、3本の指を立て、「ユー・〇〇ベー
ス」または「ランナー・〇〇ベース」と宣告する。

守備妨害（インターフェア）

〇宣告用語「インターフェア」または「守備妨害」
〇宣告
① 盗塁時、捕手の送球を打者が妨害した場合、球審は、「ボール」「ストライク」を
コール（投球判定を行う）、直後に右手で打者を指さして「インターフェア」と宣告
し、走者の状況によっては「タイム」と宣告して、打者を右手で指さして「インター
フェア」続いてアウトのジェスチヤーで「バッターアウト」とコールし、走者を元の
塁にもどす。

② 走者が妨害した場合、塁審は、まず妨害発生の瞬間「タイム」と宣告し、右手で妨
害をした走者を指さして、「インターフェア」と宣告し、続いて「ランナーアウト」
とコールする。

③ 観衆が妨害した場合、「タイム」と宣告し、続いて左手首を握って観衆の妨害が
あったことを示す。（ノーボイス）
審判員は、妨害がなかったらどうなったかを判断して、その後の処置をとる。

走塁妨害（オブストラクション）

妨害された走者が、直接プレイの渦中にある場合（6.01ｈ(1))か、その他の場合（6.01 
h(2))かを見極める。

〇宣告用語「オブストラクション」
〇宣告
(6.01h(1))の場合は、直ちに「タイム」と宣告し、右手で妨害をした野手を指さして、
「オブストラクション」と宣告し、続いて右手で妨害を受けた走者に対して進塁を示す。
(6.01h(2))の場合は、右手で妨害をした野手を指さして「オブストラクション」のシグ
ナルをし、すべてのプレイが一段落してから「タイム」と宣告し、その後に走者の不利
益を取り除く処置をとる。（先の塁に進めるか、とどめるか）

追い越し

後位の走者が、追い越したかどうかを見極める。
〇宣告用語「追い越しアウト」（パッシングアウト）
〇宣告
右手で追い越した走者を指さして、「追い越しアウト」（パッシングアウト)と宣告し、
その走者を取り除く。
なお、逆走のときは追い越された走者がアウトになる。

ラインアウト

野手がタッグをしようとしたとき、走者と塁を結ぶ線から左右各3フィート以上逃げたか
どうかを見極める。
ラインアウトが発生したら、走者に近い審判員が素早く宣告する。

〇宣告用語「ラインアウト」「ランナーアウト」
〇宣告
走者の方に1歩踏み込んで、右手でラインアウトの地点を指さして、「ラインアウト」と
宣告し、続いて「ランナーアウトJとコールする。



アピール～試合の終了

アピール

アピールを期待するような態度をしてはならない。
〇宣告用語「ヒー ・イズ・アウト」または「セーフ」
〇宣告
アピールを認めたら「ヒー・イズ・アウト」、認めなければ「セーフ」とコールして
ジェスチャーで示す。

〇対応
1. 同じ塁を二人以上の走者が通過した場合は、「どの走者」かを聞く。
2. ボールデッド中にアピールがあった場合は、「タイム中」と言う。
3. 正当でない場所でアピールがあった場合は、「場所が違う」と言う。
4. 塁を空過するか、リタッチを果たさないで進塁した走者に、アピールの原因でない
塁上で触球してアピールをした場合、
⑴ 打球を追うなどで、塁の空過またはリタッチの確認ができなかった審判員は、確

認した審判員に判定を一任する。
⑵ 判定を一任された審判員は、アピールのあった塁の方向へ進んで、判定を宣告す

る。

タイムプレイ

〇宣告用語「ランスコア」または「ノーランスコア」
〇宣告
第3アウトがフォースプレイ以外のアウトの場合。そのアウトより早く他の走者が本塁に
達したときは、右手でホームプレートを指さしながら「ランスコア」とコールし、続い
て公式記録員に向かって右手を上げて「1・2・3点」とコールする。
また、第3アウト成立直後に本塁に到達したような場合は、公式記録員に向って両手を顔
の辺りで交差し、「ノーランスコア」とコールし、交差した両手をその位置で横に開い
て、得点が無いことを示す。

試合の停止

宣告の時期を見極めて宣告する。
〇宣告用語「タイム」
〇宣告
両手を「ハの字」に開いて高く上げ、前に出るか横に移動して、「タイム」と宣告する。
他の審判員も同調する。

試合の再開

ボールを持った投手が投手板に位置したか、併せて再開の条件が整っているかを確認す
る。

〇宣告用語「プレイ」
〇宣告
球審は、捕手の後方に立ち、オン・ザ・ラバーのスタンスをとり、投手が正規に投手板
に位置したら右手を伸ばして、「プレイ」と宣告する。

試合の終了

試合前の集合と同じ。
〇宣告用語「ゲーム」
〇宣告
① 両チームの監督（少年部・学童部は主将）に握手をさせる。
② 球審は右手を高く上げて「ゲーム」と宣告する。
③ 全員脱帽して、相互の礼を交わす。

〇コールドゲーム
降雨のためコールドゲームとなる場合は、大会本部で両チーム監督に対し、コールド
ゲームになる旨を説明し、球審はホームプレートに出て「ゲーム」を宣告した後、場内
放送を行う。



始球式・抽選要領

始球式の要領

守備側チームが守備位置に、塁審も所定の位置に着き、投手が捕手を相手に4球程度の準
備投球を終了したら、球審は、待機している始球をする人に新球を渡し、マウンドまで案
内する。
(マスクは持参しない）
投手板についたら（投手板の前方でもよい）、球審は投手板の一塁側に2メートル程度離
れて立ち、攻撃側の第1打者を打者席につかせて「プレイ」と宣告する。投手は、投手板
の三塁側に2メートル程度離れて立つ。両チームのベンチにいる者は、全員ベンチ前に整
列する。

*投手、捕手、打者を知名人によって行う場合もある。
①始球をする人に、「プレイ」の宣告を聞いてから、投球をするように事前に打ち合わせ
をしておく。

②球審は、状況が整ったら右手を高く上げて「プレイ」と宣告する。
③打者の空振りを見て「ストライク」とコールする。
④球審は、投球されたボールを捕手から受け取り、退場する始球をした人に脱帽して手渡
す。

抽選の要領
〇抽選で勝敗を決する場合
①審判員および試合終了時に出場していた両チームのメンバーが、投手からポジション
順に終了挨拶の状態に整列する。

②抽選用紙に〇印、×印各9枚記入したものを封筒に入れる。
③球審が18枚の封筒を持ち、先攻チームより1枚ずつ交互に選ばせる。
④二人の審判員が両チームの監督立会いのもとに開封し、〇印の多い方を抽選勝ちとす
る。

⑤得点の記録は次の例による。
(例）3-3(抽選勝）



外審

外 審

外審の責任区分

1.通常一・三塁塁審を越えた打球を判定する。
2.右翼外審は、右翼側ファウル地域を含め右翼手までの前後の地域。左翼外審は、左翼側
ファウル地域を含め左翼手までの前後の地域。その他は二塁塁審が担当する。

3.二塁塁審が内野内に位置した場合は、中堅手を中心にして右翼手側は右翼外審、左翼手
側は左翼外審が担当する。

（行動範囲）
右翼方向への打球=右翼外審
中堅方向への打球=二塁塁審 （通常の動き）
左翼方向への打球=左翼外審

(要 点）
①ポールと一・三塁塁審との中間で、ラインの内側1～2メートル（打者の打撃行為が見え
る場所）に位置する。

②塁審や野手が、視野の妨げにならないように注意すること。
③通常、一・三塁塁審を越えた打球を判定する。
④右中間、左中間の打球であっても、その方向、角度によっては外審が見る。
⑤特に、ポール際の打球は、あまり追わずに目でボールを迎えながら身体を回し、ライン
をまたいで、ポールとの関係を見極めて判定する。

⑥二塁塁審が内野内に位置したときの判定区分は、一・三塁塁審の区分に準ずる。



公認スポーツ指導者養成の基本コンセプト

公益財団法人日本体育協会及び加盟団体等は、生涯スポーツ社会の実現を目指し、

生涯を通じた「快適なスポーツライフ」を構築するため、その推進の中心となるス

ポーツ指導者を養成する。

公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者とは

公益財団法人日本体育協会及び加盟団体等が、公認スポーツ指導者制度に基づき

資格認定する指導者とは、スポーツ医・科学の知識を活かし、「スポーツを安全に、

正しく、楽しく」指導し、「スポーツの本質的な楽しさ、素晴らしさ」を伝えるこ

とができる者である。

望ましい公認スポーツ指導者像

公認スポーツ指導者は、日常の「生活/暮らし」にスポーツを取り入れることに

よって「豊かな人生」を得られることを広く一般に定着させるとともに、「仲間と

楽しく行いたい」、「うまくなりたい、強くなりたい」さらに「健康になりたい、

長生きしたい」という欲求に応えられるよう、その実現に向けて「サポート」する

という役割を持つ。

また、常に自己研鑽を図り、自ら成長・発展するとともに、社会的評価を得られ

るよう努力することが重要である。

公認スポーツ指導者ができること

◎スポーツに初めて出会う子どもたちが、安心してスポーツ活動を楽しめるようサ

ポートすること

◎どの年代からでも、スポーツを始められるようサポートすること

◎生涯を通じてスポーツを楽しむ方法や機会を提供すること

◎スポーツの経験がない人でも「スポーツ愛好家」に導くようサポートすること

◎技能をもっと高めたいという、ジュニアからトップレベルまでの競技者の願いが

実現するようサポートすること

◎スポーツを通して人間としてのマナー、エチケットなど豊かな人間性を涵養する

こと

出典21世紀のスポーツ指導者

望ましいスポーツ指導者とは

発行公益財団法人日本体育協会指導者育成専門委員会

公認スポーツ指導者養成



あなたの考えや行動をチェックしてみましょう

次の20項目を読んで、あなたの考えや行動に「あてはまる」か
「あてはまらないか」を判断してみてください。

あてはまる あてはまらない

1 スポーツがうまければ指導者として十分だと思う

2 自分のスポーツ指導に絶対的な自信を持っている

3 スポーツの指導のために何かを勉強するなんて面倒くさい

4 プレーヤーは自分の指示に従っていればよいと思う

5 指導者に対してプレーヤーが異議申し立てをするのはおか
しいと思う

6 気に入ったプレーヤーをつい贔屓してしまうのは人情だと
思う

7 自分の指導しているスポーツの場では暴力やハラスメント、
いじめの問題は起こっていないから、今後も大丈夫だと思
う

8 知り合いの指導者がスポーツの指導に伴って暴力行為を
行っていることを知っているが、その人の指導法だと思う

9 始動しているプレーヤー間でいじめが起こっても、かかわ
らないようにしている

10 場合によっては暴力行為を伴ったスポーツ指導も必要だと
思う

11 ケガをさせなければ殴ってもよいと思う

12 プレーヤーとの間に信頼関係があれば、暴力は許される思
う

13 スポーツ指導で暴力行為を禁止したら、プレーヤーやチー
ムが弱くなってしまうと思う

14 スポーツの指導には、女性よりも男性の方が適していると
思う

15 スポーツ組織の役員に女性が就くことには違和感がある

16 カラオケなどでプレーヤーが指導者とデュエットをするの
は当然だと思う

17 あいさつをする時に異性のプレーヤーの身体にふれること
がよくある

18 スポーツを指導するときに権利や人権のことなどほとんど
考えない

19 障がい者のスポーツ指導は手間がかかるので面倒だ

20 同性愛者がスポーツをすることには違和感がある

以上の20項目のなかであなたの考えや行動に「あてはまる」ものがあれば、
あなたのその考えや行動について一度振り返ってみる必要があります。

出典 公益財団法人日本スポーツ協会「スポーツ指導者のための倫理ガイドライン」
表「あなたの考えや行動をチェックしてみましょう」

あなたの考えや行動をチェックしてみよう



アンチ・ドーピングを通して考える―スポーツのフェアとは何か―

私たちが守りたい大切なスポーツの価値の基盤～努力するからこそ得られる本当の勝利

スポーツを通して、何か得られたものはありますか?

答えは人それぞれ違うと思います。

スポーツを通して、ルールを守ることの大切さ、チームワークの大切さなど多くのこと

を学び、また一生思い出となるようなすばらしい経験を持ち、スポーツの価値を感じた

ことはないでしょうか。

・自分を信じて最善の努力をし、懸命に勝利を目指そうとすること―Excellence

・仲間を信じること―Friendship

・対戦相手や仲間を尊敬すること―Respect

―これらは、国や国籍、時間の経過を超えて尊重されている、スポーツの価値の基盤。

みなさんが決められたルールに従い、全力でスポーツに打ち込んできたからこそ、得ら

れたものです。

仮に、スポーツを通して得られたスポーツの価値が壊されることになったら、どのよう

に感じますか？ 結果や勝利だけにこだわり、ルール違反する人がいたら、どのように

思うのでしょう？

アンチ・ドーピング活動を学ぶことを通じて、みなさんがスポーツに対してどのように

向き合い、スポーツを通してどのような存在となるべきか、目指すべきかについても、

考えてみましょう。

公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構

アンチドーピング


