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高校基礎【交代問題１】20170126 改訂 

 

 

選手交代練習問題－その１ 
 

※下記の各項目を、先発メンバー表・スコアカードにそれぞれ記入。 

ａ．第２試合。  １塁側 中日商業。  ３塁側 つばめ工業。 
ｂ．じゃんけんの結果、中日商業が後攻を選択。 先発メンバー表・スコアカードのつばめ工業に赤で「先」と、「第２試合」記入。 

スコアカードのつばめ工業の校名の右側に赤で「表」と記入。 

スコアカードの中日商業の校名の左側に黒で「裏」と記入。 

ｃ．同姓のチェック。（アンダーライン。ただし、スコアカードのアンダーラインは後で消せるよう鉛筆で引く。） 

ｄ．よみがな・アクセントのチェック。 
 

※審判員は、球審 鈴木・１塁 田中・２塁 佐藤・３塁 山田。 

 

 
 

先発メンバー 
第 試合 

（  塁側）     （  塁側） 
 

  

※つばめ工業  →  つばめ工業高校 ※中日商業  →  中日商業高校 
 

中日商業として 県立と市立の両方が存在する場合、 

県立中日商業  or  市立中日商業  で放送 

  

 

先・後 都立つばめ工業 高等学校 

打順 守備位置 選 手 名 背番号 審 判 

１ ６ 

ふじい こういち 

６ 
【球】 

鈴 

木 

藤井 浩一 

２ ８ 

さとう のりみち 

８ 佐藤 則満 

３ ５ 

すなが ただかつ 

５ 
【一】 

田 

中 

須永 忠勝 

４ ７ 

おがわ こうじ 

７ 小川 幸二 

５ ４ 

ながお けんいち 

４ 
【二】 

佐 

藤 

長尾 健一 

６ ２ 

いしがみ こうた 

２ 石神 康太 

７ ３ 

なかやま だいすけ 

３ 
【三】 

山 

田 

中山 大輔 

８ ９ 

しまた たつろう 

９ 嶋田 達郎 

９ １ 

おがさわら たかし 

１ 

【外】 

 小笠原 孝 Ｌ Ｒ 

 

 
 

控 

え 

選 

手 

いわした  まさふみ  

１０ 

おおたに つよし  

１５ 岩下  昌史 大谷 豪 

かのう だいすけ  

１１ 

じょうた ひろし  

１６ 加納  大輔 上田 弘 

ふるかわ けんじ  

１２ 

たかい しょうへい  

１７ 
 

古川  賢治 高井  昌平 

とがし ともかず  

１３ 

さかぐち  ゆうじろう  

１８ 富樫  智和 坂口  裕次郎 

しまだ ともゆき  

１４ 
 

嶋田  智幸 

 

 

先・後 愛知県立中日商業 高等学校 

打順 守備位置 選 手 名 背番号 審 判 

１ ６ 

よしざわ ともひろ 

６ 
【球】 

鈴 

木 

吉沢 友広 

２ ４ 

なかざと ひろゆき 

４ 中里 寛之 

３ ５ 

せき ゆういち 

５ 
【一】 

田 

中 

関 祐一 

４ ９ 

みうら かつとも 

９ 三浦 克友 

５ ７ 

そのだ よしなり 

７ 
【二】 

佐 

藤 

園田 芳也 

６ １ 

わたなべ のぶたか 

１ 渡辺 順高 

７ ２ 

たむら たけし 

２ 
【三】 

山 

田 

田村 武志 

８ ３ 

わたなべ いさお 

３ 渡辺 功 

９ ８ 

はせがわ ひろし 

８ 

【外】 

 長谷川 浩 Ｌ Ｒ 

 

 
 

控 

え 

選 

手 

まつい ひろかず  

１０ 

もり つねあき  

１５ 松井  宏和 森 恒明 

さいとう あきら  

１１ 

うえた みきお  

１６ 斉藤 亮 上田  幹生 

しかぎ けんいち  

１２ 

もりおか よしみ  

１７ 
 

鹿木  健一 森岡  好実 

まつしま けいじ  

１３ 

わだ なぎさ  

１８ 松島  啓治 和田 渚 

ほしの たかし  

１４ 
 

星野 隆 
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（問 題） （回 答） 

Q.01－ラインアップ （マニュアル P５参照） A.01－お待たせいたしました。 

第２試合、中日商業 対 つばめ工業の… 

03 Q.02－シート紹介 ～ 後攻チーム （マニュアル P６参照） 

Q.03－シート紹介 ～ 先攻チーム （マニュアル P６参照） （Ｐ５に回答） 

３回まで終了。 

§４回の表、つばめ工業の攻撃。この回、２番から。 

 

Q.04－この回の先頭打者、佐藤君に代打、大谷君。 

（マニュアル P７参照） 

A.04－４回の表、つばめ工業の攻撃は、 

２番、佐藤君に代わりまして大谷君。バッターは大谷君。 

Q.05－７番まで打順がまわったが、チェンジ。 

代打の大谷君が、そのままセンターの守備につく。 

（マニュアル P７参照） 

A.05－つばめ工業、選手の交代をお知らせいたします。 

代打いたしました大谷君が、そのまま入りセンター。 

２番、センター大谷君。 

３回裏は１番で終了。 
 

§４回の裏、中日商業の攻撃。この回、２番から。 

Q.06－この回の先頭打者、中里君に代打、星野君。 

（マニュアル P７参照） 

A.06－４回の裏、中日商業の攻撃は、 

２番、中里君に代わりまして星野君。バッターは星野君。 

Q.07－５番までまわったが、チェンジ。 

代打の星野君がそのままセカンドの守備につく。 

（マニュアル P７参照） 

A.07－中日商業、選手の交代をお知らせいたします。 

代打いたしました星野君が、そのまま入りセカンド。 

２番、セカンド星野君。 

§５回の表、つばめ工業の攻撃。 
この回の先頭打者、８番の嶋田君。今日の２打席目。 

 

 A.08－５回の表、つばめ工業の攻撃は、８番、ライト嶋田（しまた）君。 

（同姓選手は９人中１人。嶋田達郎君は２順目。） Q.08－バッター嶋田君のコール。 （マニュアル P１参照） 

Q.09－嶋田君、第１打席の場合のコールはどうなるのか。 

（マニュアル P１参照） 

A.09－８番、ライト嶋田達郎（しまた たつろう）君、ライト嶋田君。 

Q.10－９番の小笠原君に代打、岩下君。 （マニュアル P７参照） A.10－９番、小笠原君に代わりまして岩下君。バッターは岩下君。 

Q.11－２番までまわったが、チェンジ。 

代打の岩下君が、サードの守備につき、 

サードの須永君がピッチャーに。 

A.11－つばめ工業、選手の交代をお知らせいたします。 

代打いたしました岩下君が、そのまま入りサード。 

サードの須永君が、ピッチャー。 

３番、ピッチャー  須永君。 

９番、サード 岩下君。  以上に代わります。 （マニュアル P７参照） 

§５回の裏、中日商業の攻撃。この回、６番から。 
 

Q.12－６番バッターのコール。 （マニュアル P１参照） A.12－５回の裏、中日商業の攻撃は、６番、ピッチャー渡辺順高君。 

Q.13－７番凡退の後、８番に代打で上田君。 

（マニュアル P２・７参照） 

A.13－８番、渡辺功君に代わりまして、 

上田（うえた）君。バッターは上田君。 

Q.14－９番までまわったがチェンジ。 

代打の上田君が、ショートの守備につき、 

ショートの吉沢君がサード、サードの関君がファーストに。 

A.14－中日商業、選手の交代をお知らせいたします。 

代打いたしました上田君が、そのまま入りショート。 

ショートの吉沢君がサード。 

サードの関君がファースト。 

１番、サード 吉沢君。 

３番、ファースト  関 君。 

８番、ショート 上田君。  以上に代わります。 （マニュアル P７参照） 

§６回の表、つばめ工業の攻撃。この回、３番から。 

Q.15－先頭打者須永君をコール。 

 

 

 

A.15－６回の表、つばめ工業の攻撃は、３番、ピッチャー須永君。 

Q.16－須永君、ヒットで出塁、２塁を狙ったが好返球に阻まれ STOP。 

代走に嶋田君。（嶋田智幸君） 

A.16－ファーストランナー、須永君に代わりまして、嶋田智幸君。 

ファーストランナーは嶋田智幸（しまだ ともゆき）君。 

（どこの塁にいるランナーなのか。嶋田姓が２人になっているのに注意！） 
（マニュアル P２・７参照） 

Q.17－７番までまわったが、チェンジ。 

代走の嶋田（智幸）君が、レフトの守備につき、 

レフトの小川君がピッチャーに。 

A.17－つばめ工業、選手の交代をお知らせいたします。 

代走いたしました嶋田智幸君が、そのまま入りレフト。 

レフトの小川君がピッチャー。 

３番、レフト   嶋田智幸君。 

４番、ピッチャー 小川君。   以上に代わります。 （マニュアル P２・７参照） 
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§６回の裏、中日商業の攻撃。この回、１番から。 

Q.18－先頭バッターをコール。 

 

 

 

A.18－６回の裏、中日商業の攻撃は、１番、サード吉沢君。 

Q.19－先頭打者、フォアボールで出塁。 

次のバッター星野君のコール。 

A.19－２番、セカンド星野君。 

Q.20－星野君送りバント成功。関君ヒットで吉沢君３塁へ。 

審判が三塁を指さして、代走、森君 

（マニュアル P７参照） 

A.20－サードランナー、吉沢君に代わりまして、森君。 

サードランナーは森君。 

Q.21－三浦君ヒット。１点入る。 

園田君凡退で、６番バッターをコール。  （マニュアル P２参照） 

A.21－６番、ピッチャー渡辺君。 

（渡辺功君が退いて渡辺姓が１人になっていることに注意！） 

Q.22－この回、計２点取って６番で攻撃終了、チェンジ。 A.22－中日商業、選手の交代をお知らせいたします。 

代走いたしました森君がそのまま入りファースト。 

ファーストの関君がサード。 

１番、ファースト 森 君。 

３番、サード 関 君。  以上に代わります。 

代走の森君、そのままファースト。ファーストがサードへ。 

（マニュアル P７参照） 

§７回の表、つばめ工業の攻撃。この回、８番から。 
 

Q.23－先頭打者、８番をコール。 

（マニュアル P２参照） 

A.23－７回の表、つばめ工業の攻撃は、８番、ライト嶋田達郎君。 

（嶋田姓が２人になっていることに注意！） 

Q.24－岩下君に代打、加納君。 （マニュアル P７参照） A.24－９番、岩下君に代わりまして、加納君。バッターは加納君。 

Q.25－藤井君に代打、古川君。 （マニュアル P７参照） A.25－１番、藤井君に代わりまして、古川君。バッターは古川君。 

Q.26－大谷君、ヒットで出塁。３番バッターをコール。 A.26－３番、レフト嶋田智幸（しまだ ともゆき）君、レフト嶋田智幸君。 

（嶋田姓が２人になっていること、また嶋田智幸君は先ほど代走だったの 

で初打席であることに注意！） （マニュアル P１・２参照） 

Q.27－２点取ったが５番までまわってチェンジ。 

代打の加納君、そのままピッチャー。 

ピッチャーがセンター、センターがサード。 

代打の古川君、そのままショート。 

A.27－つばめ工業、選手の交代をお知らせいたします。 

代打いたしました加納君が、そのまま入りピッチャー。 

ピッチャーの小川君が、センター。 

センターの大谷君が、サード。 

代打いたしました古川君が、そのまま入りショート。 

１番、ショート  古川君。 

２番、サード 大谷君。 

４番、センター  小川君。 

９番、ピッチャー加納君。  以上に代わります。 （マニュアル P７・８参照） 

§７回の裏、中日商業の攻撃。この回、７番から。 
 

 A.28－７回の裏、中日商業の攻撃は、 

７番、田村君に代わりまして、松島君。 

バッターは、松島君。 

Q.28－この回先頭打者の田村君に代打、松島君。 

（マニュアル P７参照） 

Q.29－８番の上田君そのまま打って、９番に代打、斉藤君。 

（マニュアル P７参照） 

A.29－９番、長谷川君に代わりまして、斉藤君。 

バッターは、斉藤君。 

Q.30－斉藤君の代打のコールの後、つばめ工業に守備交代。 

サード大谷君に代わってピッチャーで富樫君。 

ピッチャーの加納君がサード。 

A.30－つばめ工業、選手の交代をお知らせいたします。 

サード、大谷君に代わりまして、 

２番に富樫君が入り、ピッチャー。 

ピッチャーの加納君が、サード。 

２番、ピッチャー富樫君。 

９番、サード 加納君。  以上に代わります。 

（マニュアル P８参照） 

Q.31－投球練習の後、斉藤君をもう一度コール。 

斉藤君、デッドボール。  代走、鹿木君。 

A.31－＊バッターは、斉藤君。 

 ＊ファーストランナー、斉藤君に代わりまして、鹿木君。 

（マニュアル P７参照） ファーストランナーは、鹿木君。 

Q.32－１番までまわって、チェンジ。 

代打の松島君、そのままキャッチャー。 

代走の鹿木君、レフト。レフトがライト。ライトがセンター。 

A.32－中日商業、選手の交代をお知らせいたします。 

代打いたしました松島君が、そのまま入りキャッチャー。 

代走いたしました鹿木君が、そのまま入りレフト。 

レフトの園田君が、ライト。ライトの三浦君が、センター。 

４番、センター 三浦君。 

５番、ライト 園田君。 

７番、キャッチャー松島君。 

９番、レフト 鹿木君。  以上に代わります。 （マニュアル P７・８参照） 
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§８回の表、つばめ工業の攻撃。この回、６番から。 

 

 

 

 

 

 
Q.33－この回、２者凡退。８番バッターをコール。 

（マニュアル P２参照） 
A.33－８番、ライト嶋田達郎（しまた  たつろう）君。 

Q.34－嶋田達郎君ヒットで出塁。代走、上田君。 

（マニュアル P２・P７参照） 
A.34－ファーストランナー、嶋田達郎（しまた  たつろう）君に代わりまして、 

上田（じょうた）君。ファーストランナーは、上田君。 

Q.35－９・１・２番連続ヒット。３番バッターをコール。 

（マニュアル P２参照） 

A.35－３番、レフト嶋田（しまだ）君。 

（嶋田達郎君が退いていることに注意！） 

Q.36－２得点し、３番までまわって、チェンジ。 

代走の上田君、そのままキャッチャー。 

キャッチャーがファースト。ファーストがライト。 

A.36－つばめ工業、選手の交代をお知らせいたします。 

代走いたしました上田君が、そのまま入りキャッチャー。 

キャッチャーの石神君が、ファースト。 

ファーストの中山君が、ライト。 

６番、ファースト  石神君。 

７番、ライト 中山君。 

８番、キャッチャー上田（じょうた）君。 

以上に代わります。 （マニュアル P７・８参照） 

§８回の裏、中日商業の攻撃。この回、２番から。 
 

 A.37－つばめ工業、シートの変更をお知らせいたします。 

センターの小川君が、ピッチャー。 

ピッチャーの富樫君が、センター。 

２番、センター  富樫君。 

４番、ピッチャー小川君。  以上に代わります。 

Q.37－中日商業３人連続ヒットの猛攻。 

 

つばめ工業の守備、ピッチャーとセンター交代。 

（マニュアル P８参照） 

Q.38－２人連続ヒット。再度、つばめ工業に守備交代。 

サードがピッチャー。ピッチャーがセンター。 

センターがサード。 

A.38－つばめ工業、シートの変更をお知らせいたします。 

サードの加納君が、ピッチャー。 

ピッチャーの小川君が、センター。 

センターの富樫君が、サード。 

２番、サード 富樫君。 

４番、センター  小川君。 

９番、ピッチャー加納君。  以上に代わります。 

（マニュアル P８参照） 

 

５点取って、一巡してチェンジ。８回裏終了。 

§９回の表、つばめ工業の攻撃。この回、４番から。 
 

Q.39－この回３人目のバッターの時、 

中日商業、ピッチャー交代、松井君。 （マニュアル P７参照） 

A.39－中日商業のピッチャー、渡辺君に代わりまして、松井君。 

６番、ピッチャー松井君。 

§試合終了。つばめ工業１点を返したが。 
 

（両チームの選手がホームベースをはさんで整列し挨拶を終えて 

サイレンがなり終える頃に） 
 

Q.40－７対５で中日商業の勝ち。 

 

試合結果と校歌演奏・校旗掲揚のアナウンス。 

（マニュアル P９参照） 

A.40－ご覧のように、７対５で、中日商業が勝ちました。 

（勝利校がホームベース前に整列したら） 

ただいまから、中日商業高校の栄誉をたたえ、 

同校の校歌を演奏（斉唱）して校旗の掲揚を行います。 
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§ラインアップアナウンス 
 

『お待たせいたしました。第２試合、中日商業  対 つばめ工業のラインアップ、ならびにアンパイアをお知らせいたします。 
 

先攻、つばめ工業。  引き続きまして、後攻、中日商業。  
    

１番、ショート  藤井君。 ショート  藤井君。 １番、ショート  吉沢君。 ショート  吉沢君。 

２番、センター  佐藤君。 センター  佐藤君。 ２番、セカンド  中里君。 セカンド  中里君。 

３番、サード  須永君。 サード  須永君。 ３番、サード  関君。 サード  関君。 

    

４番、レフト  小川君。 レフト  小川君。 ４番、ライト  三浦君。 ライト  三浦君。 

５番、セカンド  長尾君。 セカンド  長尾君。 ５番、レフト  園田君。 レフト  園田君。 

６番、キャッチャー  石神君。 キャッチャー  石神君。 ６番、ピッチャー  渡辺順高君。 ピッチャー  渡辺順高君。 

    

７番、ファースト  中山君。 ファースト  中山君。 ７番、キャッチャー  田村君。 キャッチャー  田村君。 

８番、ライト  嶋田達郎君。 ライト  嶋田君。 ８番、ファースト  渡辺功君。 ファースト  渡辺功君。 

９番、ピッチャー  小笠原君。 ピッチャー  小笠原君。 ９番、センター  長谷川君。 センター  長谷川君。 

 
審判は、球審、鈴木。 球審、鈴木。 

塁審、１塁、田中。 １塁、田中。 

２塁、佐藤。 ２塁、佐藤。 

３塁、山田。 ３塁、山田。 以上、４氏でございます。 
 

試合開始まで、今しばらくお待ちくださいませ。』 

 

 

 
 

§シート紹介アナウンス 
 

『お待たせいたしました。第２試合、中日商業 対 つばめ工業の試合、まもなく開始でございます。 
 

まず守ります、中日商業の、 

ピッチャーは、渡辺順高君。  キャッチャー、田村君。 

ファースト、渡辺功君。 セカンド、中里君。  サード、関君。 ショート、吉沢君。 

レフト、園田君。 センター、長谷川君。 ライト、三浦君。 

審判は、  球審、鈴木。  塁審、１塁、田中。  ２塁、佐藤。  ３塁、山田。   以上、４氏でございます。』 
 

 

『１回の表、つばめ工業の攻撃は、１番、ショート藤井君。ショート藤井君。』 

 

 

（チェンジ） 

『守ります、つばめ工業の、 

ピッチャーは、小笠原君。   キャッチャー、石神君。 

ファースト、中山君。  セカンド、長尾君。  サード、須永君。 ショート、藤井君。 

レフト、小川君。 センター、佐藤君。 ライト、嶋田達郎君。』 
 

 

『１回の裏、中日商業の攻撃は、１番、ショート吉沢君。ショート吉沢君。』 

 

 

 

 

 

ＣＨＥＣＫ  ＰＯＩＮＴ 
 
※同姓チェック－中 日 商 業、背番号①渡辺順高（わたなべ のぶたか）君・③の渡辺功（わたなべ いさお）君 

つばめ工業、背番号⑨嶋田達郎（しまた たつろう）君・⑭の嶋田智幸（しまだ ともゆき）君 
 

※読み間違えやすい名前の選手には、スコアカードにふりがなも記入。（選手交代で出た場合も忘れず） 

（例）嶋田（しまた or しまだ） 

上田（うえた or じょうた） 
 

※選手交代の後、選手の背番号も記入できているかどうか。 


