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(シートノックを行う場合) 

☆おはようございます。本日の第一試合        対        のシートノック 

開始時刻は  時  分、試合開始  時  分を予定しております。繰り返しお知らせします。 

 

・第１試合開始 

35分前 

（後攻チームが先ノック） 

 

・シートノック開始

後、４分経過時 

 

 

・第２試合以降～ 

 試合開始 35分前 

（後攻チームが先ノック） 

 

・シートノック開始

後、４分経過時 

 

５分経過時 

 

 

 

 

・シートノック開始

後、４分経過時 

 

５分経過時 

 

・すぐに 

スタメン発表へ 

後攻の      は、シートノックにお入り下さい。 

          (シートノックを始めて下さい) 

ノック時間は、５分間です。 

 

ノック時間、残り１分間です。 

 

 

 

後攻の        は、シートノックにお入り下さい。 

             (シートノックを始めて下さい) 

ノック時間は、５分間です。 

 

ノック時間、残り１分間です。 

 

 

ノック時間終了です。 

先攻の       、シートノックにお入り下さい。 

           (シートノックを始めて下さい) 

ノック時間は、同じく５分間です。 

 

ノック時間、残り１分間です。 

 

 

ノック時間終了です。 

 

 

 
＊ノックは時間厳守で行いますので､各自ストップウォッチなどで時間を計りましょう！ 
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・スタメン発表 

 

 

 

 

・先攻から紹介 

 

打順、ポジション・名前、 

ポジション・名前、 

背番号○○、 

と繰り返していく。 

 

フルネームで言うこと。ただ

し、繰り返しの二度目は姓の

み言う。 

例 

「１番、セカンド、山田太郎君、

セカンド、山田君、背番号 20」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファウルボール  ☆ 

 

 

 

・試合開始まで余裕がない場

合は言わなくて良い。 

大変長らくお待たせしております。 

（大会名）                        、 

ただいまより、本日の第  試合、第  回戦（準決勝、決勝）、 

        対       の試合開始に先立ちまして 

両チームのスターティングメンバー、 

並びに審判員をお知らせいたします。 

先攻の  塁側、（チーム名）       。 

１番（     ）     君（    ）    君 背番号____ 

２番（     ）     君（    ）    君 背番号____ 

３番（     ）     君（    ）    君 背番号____ 

４番（     ）     君（    ）    君 背番号____ 

５番（     ）     君（    ）    君 背番号____ 

６番（     ）     君（    ）    君 背番号____ 

７番（     ）     君（    ）    君 背番号____ 

８番（     ）     君（    ）    君 背番号____ 

９番（     ）     君（    ）    君 背番号____ 

代わりまして（対しまして） 

後攻の  塁側、（チーム名）       。 

１番（     ）     君（    ）    君 背番号____ 

２番（     ）     君（    ）    君 背番号____ 

３番（     ）     君（    ）    君 背番号____ 

４番（     ）     君（    ）    君 背番号____ 

５番（     ）     君（    ）    君 背番号____ 

６番（     ）     君（    ）    君 背番号____ 

７番（     ）     君（    ）    君 背番号____ 

８番（     ）     君（    ）    君 背番号____ 

９番（     ）     君（    ）    君 背番号____ 

 

なお、第  試合の審判員は、 

球審    、球審     、 

塁審は、 

１塁    、１塁     、 

２塁    、２塁     、 

３塁    、３塁     、 

以上の４氏により、行われます。 

 

ご観戦中のお客様にお願いいたします。（ご来場のお客様にお願い致します｡） 

 スタンドに打ち上がりますファウルボールは、大変危険でございます。 

 どなた様も、打球の行方には十分ご注意の上、ご観戦ください。 

 （打球の行方には、十分ご注意下さい。） 

 

試合開始まで、今しばらくお待ち下さい。 

 

＊スタメン発表の際には、スコアボード操作のかたに確認をとり、連携をとりましょう。 
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＊シートノックを行わずに、すぐに試合に入る場合のスタメン発表 

第１試合開始 

10分前 

 

 

 

 

 

・第２試合以降から

は、試合開始 10分前 

おはようございます。 

（大会名）               、 

本日の第１試合、第  回戦（準決勝・決勝）、 

        対       の試合開始に先立ちまして、 

両チームのスターティングメンバー 

並びに審判員を、お知らせいたします。 
(先攻チームよりメンバー紹介) 

試合開始まで、今しばらくお待ち下さい。 

大変長らくお待たせしております。 

（大会名）               、 

本日の第  試合、第  回戦（準決勝・決勝）、 

        対       の試合開始に先立ちまして、 

両チームのスターティングメンバー 

並びに審判員を、お知らせいたします。 
 (先攻チームよりメンバー紹介) 

試合開始まで、今しばらくお待ち下さい。 

 

試合開始 

両チームがホームベースに

向かって整列に入る時に。 

タイミングが合わなかった

場合は、ホームベースをは

さんで挨拶した直後に。 

 

・シート紹介 

ピッチャーが、 

練習球を１球投げた直後 

 

 

 

 

・バッター紹介 

捕手から内野への 

ボールバック直後 

 

 

公式記録員から試合開始時

刻を知らせてもらったら 

 

イニングごとに、投球数を

アナウンスします。 

お待たせいたしました。 

        対       、まもなく試合開始でございます。 

 

１回の （表）・（裏） 

守備につきます       、 

（バッテリーは…） 

ピッチャー     君、キャッチャー     君、 

（内野は…） 

ファースト     君、セカンド     君、 

サード     君、ショート     君、 

（外野は…） 

レフト      君、センター     君、ライト     君、 

なお、この試合の審判員は、 

球審   、塁審は１塁   、２塁   、３塁   、 

以上の４氏でございます。 

 

１回の（表）・（裏）、       の攻撃は、 

１番 （    ）     君（   ）     君 背番号＿＿。 

＊打者一巡するまで、ポジションと名前を繰り返すアナウンス。 

＊２巡目以降は、姓のみアナウンス（ただし同姓の子がいる場合はフルネーム） 

１番（   ）   君。 

＊タイムなどで中断した場合は、判断で「バッターは」と付ける。 

 

試合開始時刻は、○時○分です 

 

 今の回     君の投球数は  球でした。二回目以降、トータル  球

です。 

 ピッチャー交代時にも     君の投球数は  球でした。トータルが

有る場合トータル  球です。 
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４回裏終了後の 

グランド整備時 

・○回裏終了時の 

審判への給水時 

（試合日当日に、何回に給

水を行うかを必ず確認する

こと） 

・グランド整備後、

回に入る時 

 

 

 

・次の試合の連絡 

本部と確認の上で 

 

 

 

 

・試合終了 

両チーム整列し、試合終了

のサイレンの後 

 

 

・リーグ戦などで、

引き分けがある場

合。 

 

 

 

 

 

 

公式記録員から試合終了時

刻を告げられたら 

 

 

 

 

 

 

「只今より、グランド整備を行います。しばらくの間お待ち下さい｡」 
（「両チーム選手の皆さんは、グランド整備のご協力お願い致します」など） 

お知らせいたします。審判員の四氏は、○塁側ベンチ横 

（もしくはバックネット前、など）へお集り下さい」 

 

 

 

 

「お待たせいたしました。  回の表、     の攻撃は、 

   番（   ）     君、（   ）     君。」 

 

 

 

 

 
＊次の試合のメンバー表が提出されていなかった場合、本部から指示があった場合、 

放送を入れて下さい。 

 

 ｢お呼び出しをいたします。次の第  試合に出場する 

      の（代表者・監督・主将）は、 

メンバー表を持って、本部席（大会本部）までお越し下さい｡｣ 

 

 

試合終了でございます。 

ご覧いただきましたように、 

本日の第  試合、第  回戦（準決勝・決勝） 

      対     の試合は 

  対  で、     が勝ちました。 

 

 

試合終了でございます。ご覧いただきましたように、 

本日の第  試合、第  回戦（準決勝・決勝）、 

       対       の試合は、 

  対  の引き分けでございました。 

 
＊必要であれば、引き分けで試合が終わると決まった時点（試合終了の前）で言う 

「この試合では大会規定によりまして、新しいイニングには入りません。

御了承下さい。」 

「この試合は、大会規定によりまして、引き分けと致します」 

 

 

「この試合の試合終了時刻は、○時○分です」 
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・次の試合の案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・スコア確認のため

の呼び出し 

「ご案内いたします。 

続きます第  試合、       対       は、 

  時  分、  時  分、 

（  時ちょうどの） 

開始予定です。 

試合開始まで、今しばらくお待ち下さい。」 

 

（第  試合に出場の、両チームの選手の皆さんは、グランド整備への 

ご協力お願い致します） 

 
 

＊本部から､シートノックＯＫの指示が出たら速やかに後攻チームより 

 ノックに入れて下さい。 

 

 

 

「お呼び出しいたします。ただいまの試合（本日の第○試合）に出場した、

両チームのスコアラー（チーム代表）のかたは、スコアシート確認を行い

ますので、本部席（スコアボード操作室、など）までおこし下さい」 

 
＊呼び出しても来ない場合など、チーム名で呼びだしてあげて下さい。 
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・大会最終日の 

試合終了直後 

試合終了でございます。 

ご覧いただきましたように、 

（大会名）                   、 

決勝戦、      対      の試合は、 

  対  、  対  で、     が勝ちました。 

両チームの健闘をたたえまして、拍手をお送りください。 

        （たたえ、） 

 

以上をもちまして、（大会名）    、全試合が終了いたしました。 

引き続き表彰式を行います。 

（引き続き閉会式を行います。） 

（引き続き、閉会式、並びに表彰式を行います。） 

準備が整いますまで今しばらくお待ちください。 

・その日の全試合 

終了後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の試合は、以上を持ちまして全て終了いたしました。 

明日は当球場をはじめ、 

       球場、       球場の  会場で、 

午前  時  分より、  試合ずつ行われる予定です。 

『またのご来場、心よりお待ちしております。 

本日は、最後までご観戦いただきまして有難うございました。 

お帰りの際は、お手回り品をご確認の上、お気をつけてお帰りください。』 

（お帰りの際は、落し物、お忘れ物などございませんよう、 

お気をつけてお帰り下さい） 

※観客出しコメントは、普段言っているもので構いません。 

本日の試合は、以上を持ちまして全て終了いたしました。 

明日は当球場におきまして午前  時  分より、 

第  回戦  試合。 

（準々決勝  試合。）（準決勝  試合。） 

      球場・      球場にて 

（同じく）午前  時  分より、 

順位決定戦がそれぞれ  試合ずつ行われる予定です。 

(＊初日の『』部分のアナウンスを続けて下さい) 

本日の試合は、以上を持ちまして全て終了いたしました。 

明日は、当球場において午前  時  分より決勝戦。 

         球場にて 

午前  時  分より、第３位４位決定戦が行われる予定です。 
(※初日の『』部分のアナウンスを続けて下さい) 
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＊選手交代について＊ 

 
・選手の交代・シートの変更は、球審からの選手交代を受けてから発表すること。 

・代打、代走については、背番号を見て、出る選手がわかったら球審にＯＫサインを 

出しましょう。試合の流れもスムーズになります！ 

・もしも交代選手を間違えてしまった時は､すぐに正しい選手名を言い直しましょう。 

「大変失礼いたしました」は、何度も言わない様に。 

・言い直せない状況の時もあると思いますので、その時は新しいイニングに入る前に、 

「先ほどの回の選手交代をお知らせいたします」 

など、臨機応変に対応すること。 

・出来るだけ、インプレーにかからないよう、速やかにアナウンスしましょう。 

＊交代時のアナウンスパターン＊ 
＜代打＞ 

 ○番、～～君に代わりまして～～君。バッターは～～君、背番号○。 

 

＜代走＞ 

 （ファースト・セカンド・サード）ランナー、～～君に代わりまして～～君。 

 （   ）ランナーは、～～君、背番号○。 

 

＜代打・代走の後＞ 

・（チーム名）     、ただいまの回に（代打・代走）致しました～～君、そのまま（ポジション） 

 に入ります。 

 ○番、（ポジション）、～～君。 

・（チーム名）     、ただいまの回に（代打・代走）致しました～～君に代わりまして、 

△△君が （ポジション）に入ります。 

 ○番、（ポジション）△△君、背番号○。 

＜守備での交代＞ 

・（チーム名）     、選手の交代をお知らせいたします。 

（ポジション）の～～君に代わりまして△△君が入ります。 

 ○番、（ポジション）～～君、背番号○。 

 

＜守備位置の変更＞ 

・（チーム名）     、シート（守備位置）の変更をお知らせいたします。 

（セカンド）の～～君が（ショート）、 

 （ショート）の○○君が（セカンド）にまわります。 

 ○番、ショート、～～君。 

 ○番、セカンド、○○君。 

 

＜選手交代と守備位置の変更＞ 

・（チーム名）     、選手の交代をお知らせいたします。 

 （レフト）の～～君に代わりまして、○○君が入り（ライト）、 

 （ライト）の△△君が（レフト）にまわります。 

 ○番、レフト、△△君。 

 ○番、ライト、～～君。 
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＜代打・代走後の複数の交代＞ 

 ・     、ただ今の回に（代打・代走）致しました、～～君に代わりまして 

  ○○君が入り（セカンド）、（セカンド）の△△君が（ショート）にまわります。 

  １番、（ショート）△△君、 

  ７番、（セカンド）○○君。 

・     、ただ今の回に（代打・代走）致しました、～～君に代わりまして 

  ○○君が入り（レフト）、（レフト）の△△君が（ライト）、（センター）の☆☆君に 

  代わりまして▽▽君が入ります。 

  １番、（ライト ）△△君、 

  ５番、（センター）▽▽君、 

８番、（レフト ）○○君 

 

＜臨時代走＞ 

 ・     ボーイズ、選手の治療のため▽▽君の臨時代走△△君、  塁ランナーは 

△△君、背番号○。 

※バッテリーを除く、プレイヤーの中で一番遠い打順の選手が臨時代走になる。 

＊代打･代走した選手から順に変更ポジションをおっていく形を基本にして、 

あせらずに落ち着いて考えましょう！ 

 



 

pg. 10 

 

＜始球式＞ 

 

（投球する人がマウンドに向かって歩き出したところで） 

「ただいまより、試合開始（大会開催）に先立ちまして、始球式を行います。 

投球していただきますのは（始球式のピッチャーは）、 

（肩書き・役職）         、           様です。」 

 

＊ 来賓がバッター・キャッチャーにも入るケースがあるのでその場合は下記のように読み上げる＊ 

 

始球式のピッチャーは 

（肩書き・役職）         、           様です。 

キャッチャーは 

（肩書き・役職）         、           様です。 

バッターは 

（肩書き・役職）         、           様です。 

 

（投げ終わったら） 

「      様、有難うございました。」(複数居た場合は「ご来賓の皆様、有難うございました。」 

 

 

＊通常、シート（守備）の紹介は、ピッチャーが練習球を１球投げてからアナウンスを始めますが、 

始球式がある場合、シートの紹介は、ピッチャーの投球練習を待たずに早めに入れます。 

シート紹介＆４氏審判員を言い終わると、投球する人が、審判にうながされてマウンドに進みます。 

その時に、始球式のアナウンスを入れます。 

（出来れば、試合前に球審のかたと打合せておくと良いでしょう） 

 

始球式が終わったら、あとは通常通りのアナウンスです。 

キャッチャーから内野手（通常はセカンド）にボールバックがされたら、 

「１回の表・      の攻撃は、」 

と、バッター紹介のアナウンスを入れて試合開始です。 
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＊試合中のコメント＊ 
＜ファウルボール＞ 

 ご観戦中のお客様にお願いいたします。（ご来場のお客様にお願い致します｡） 

 スタンドに打ち上がりますファウルボールは、大変危険でございます。 

 どなた様も、打球の行方には十分ご注意の上、ご観戦ください。 

 （打球の行方には、十分ご注意下さい。） 

 

＜ホームランが出た時＞ 

「～選手、ホームランでございます。」 

＊ランニングホームランの時にも言う。公式記録の人と確認をとること。 

 

＜得点について＞ 

スコアボードがないグラウンドなどで試合をする場合のみ、 

「○回の表、××ボーイズの得点は、○点です（得点はありません）」 

を言う。 

ただし、スコアボードがある球場では言いません。 

 

＜ケガによる中断＞ 

 「（チーム名）     、～～選手、ケガの手当てを行っております。 

 しばらくの間、お待ち下さい。」 

（再開時） 

 「お待たせいたしました、バッターは  番、（ポジション）、～～君」 

 

＜暗くなって外審があらたにつく場合＞ 

「ただいまより点灯いたします。なお、外審は、レフト側～、レフト外審～、ライト側～、ライト外審～、

以上の二氏でございます」 

 

＜試合再開の時＞ 

「大変長らくお待たせしております。只今、グランド整備をしております。 

整備が済み次第、試合再開の予定でございますので、今しばらくお待ち下さいませ」 

「只今からグランド整備をいたしますので、今しばらくお待ち下さい」 

「大変長らくお待たせいたしました。只今から試合を再開いたします」 

 

＜中止の時＞ 

「ご覧のような天候状態のため、本日の試合は中止とさせて頂きます」 

・試合成立後の場合。 

「ご覧のような天候状態のため、試合続行が不可能となりましたので、この試合は、 

大会規定によりまして、～回コールドゲームと致します」 

・４回より前の時に本部より指示があった場合。 

「ご覧のような天候状態のため、試合続行が不可能となりましたので、この試合は、 

大会規定によりまして、サスペンデッドゲームと致します」 
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＜得点差によるコールドゲームの時＞ 

＊両チームが挨拶に入る前に言う 

・ 「この試合は大会規定（～連盟規定）によりまして、～回コールドゲームと致します」 

＊試合終了のアナウンス 

「本日の第～試合、（チーム名）対（チーム名）は、  回コールド、～対～をもちまして、 

（チーム名）が勝ちました」 

 

＜特別延長戦＞ 

「この試合は、～回を終了して同点のため、大会規定によりまして、これより、ワンアウト満塁、継続

打順による、タイブレークに入ります。」 

＊大会により、ルールが違うこともあるかもしれませんので、確認してアナウンスして下さい。 

＊アナウンスに合わせて、審判がランナーの確認をします。 

「○○ボーイズ。ファーストランナーは、～君、背番号○、セカンドランナー、～君、背番号○、サー

ドランナー、～君、背番号○、そしてバッターは、○番、（ポジション）、～君。」 

 

＜熱中症予防＞ 

「場内の皆様にお願い致します。 

 本日は、大変気温が高くなっております。 

 適度な水分補給を心がけ、どなたさまも体調にはご留意の上 

 ご観戦いただきますよう、お願い致します。」 

 

＜ゴミ＞ 

「場内の皆様にお願い致します。 

当球場では、会場美化のため、ゴミの持ち帰りをお願いしております。 

 お食事や、お飲み物などで出たゴミは（お手元のゴミは）、 

お帰りの際、お客様各自でお持ち帰り下さいますよう、ご協力をお願い致します。」 

「当球場では、ゴミを分けて集めております。お手元のゴミは、燃えるゴミ・燃えないゴミに分け、そ

れぞれのくず入れまでお運び下さるよう、お願い申し上げます。」 

 

＜たばこ＞ ★３回終了時にもアナウンス 

「ご来場（ご観戦中）のお客様にお願い致します。 

当球場では、スタンド内（球場内）は禁煙となっております。 

おタバコは所定の喫煙所（○○の喫煙コーナー）にてお願い致します。」 

 

※札幌円山球場、札幌麻生球場 

「ご来場のお客様にお願いします。当球場の敷地内は、駐車場の車内を含め全て禁煙となって 

おります。ご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。」 

 

※札幌スタジアム用 

「ご来場のお客様にお願いします。当球場の敷地内は全て禁煙です。おタバコをお吸いの方は、 

駐車場の車内にてお願いいたします。」 

両会場共 ▶シートノック時間案内の後 ▶スタメン発表の後 ▶３回裏終了後  
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＜呼び出し＞ 

「お呼び出しを致します。～からお越しの～様、～お越しの～様、～までお越し下さい（～へお電話をお

かけ下さい、～へお戻り下さい）。」 

「お車のお呼び出しを致します。 

～××～の××××（赤のスカイライン、札幌５３０、『あ』の１２３４）、（２度繰り返す）でお越しの

かたは、至急、お車の移動をお願い致します。 

（車内灯・スモールライト・ハザードランプが点いたままとなっております。お車にお戻り下さい。）」 

 

＜落し物＞ 

「お知らせいたします。○○のあたりにて～を落とされたかた（２度繰り返す）、～までお越し下さい。」 

「お知らせいたします。～よりお越しの～様（２度繰り返す）、～までお越し下さい。」 

「お知らせいたします。～よりお越しの～様（２度繰り返す）、～が届いております。～までお越し下さ

い。」 

＊ハンカチのようなものであれば問題ないが、貴重品だった場合は決して詳細を言わないこと。全く関係のない人が持っ

ていってしまう可能性があります。必ず本人に確認がとれてから渡す。本部・球場と相談して、どこまでをアナウンスす

るか決めたほうが良い。 

 

＜迷子＞ 

「迷子のお呼び出しを致します。～の服を着た×歳の××××くん（ちゃん）が迷子になって 

おります。お母様（お父様・ご家族のかた）は、～までお越し下さい」 

「～よりお越しの～様、～くん（ちゃん）をお預りしております。～までお越し下さい」 

 

＜注意もろもろ＞ 

「外野席のお客様に申し上げます。この試合では、外野席は使用しておりません。 

至急、内野席へお戻り下さい。」 

「バックスクリーンにお入りのかたに申し上げます。試合進行の妨げとなりますので、至急、 

内野席（外野席）へお戻り下さい」 

「（ご観戦中の）お客様にお願い申し上げます。試合中の紙テープや紙吹雪は試合進行の妨げとなります

ので、絶対におやめ下さるようお願いいたします」 

 

＜コロナ対策＞ ※新規追加 

「ご来場のお客様に感染症対策のお願いを申し上げます。 

熱及び咳、倦怠感などの症状がある方の入場はご遠慮願っておりますのでご了承ください。 

球場内及びその近郊では必ずマスクを着用ください。また、観客席は間隔を開け距離を保ち不要な会話は

お控えください。 

各人毎、十分な感染予防に努めて周りのお客様へのご配慮をお願い申し上げます 

ご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。」 
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＊二度目以降には、判断で「重ねて」とつける。 

＊指示のあった時や、必要な時に放送を入れて下さい。 

 

 

 

スムーズにアナウンス出来るのが一番です。 

あまり正しく言わなければと気負わないよう、自分が話しやすい文章を選択してアナウンスして下さい！ 

 

 

 

色の凡例（基準） 

 赤字 ⇒ 先行チームアナウンス 

 青字 ⇒ 後攻チームアナウンス 

 緑字 ⇒ 勝者チームアナウンス 

 黒字 ⇒ 共用（どちらでも可、その時にスムーズに流れるように行えるチームアナウンス） 

 深緑字及び紺字 ⇒ 共用（どちらでも可、その時にスムーズに流れるように行えるチームアナウンス） 

(↑協調する為の色) 
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