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高校基礎【交代問題２】20170126 改訂 

 

 

選手交代練習問題－その２ 
 

※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３試合。  １塁側 広島理大東洋高校。 ３塁側 大洋水産。 

ｂ．じゃんけんの結果、大洋水産が先攻を選択。先発メンバー表・スコアカードの大洋水産に赤で「先」と、「第３試合」記入。 

スコアカードの大洋水産の校名の右側に赤で「表」と記入。 

スコアカードの広島理大東洋高校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。 

 

※球審 春野・１塁 夏木・２塁 秋山・３塁 冬河。（外野、レフト 朝日・ライト 上月
こうづき

。） 

 

 
 

先発メンバー 
第 試合 

（  塁側）        （  塁側） 
 

  

※大洋水産  →  大洋水産高校 ※広島理大東洋高校  →  広島理科大学付属東洋高校  
 

大洋水産として 県立と市立の両方が存在する場合 

県立大洋水産  or  市立大洋水産  で放送 

  

 

先・後 横浜市立大洋水産 高等学校 

打順 守備位置 選 手 名 背番号 審 判 

１ ８ 

しまむら りゅうじ 

８ 
【球】 

春 

野 

島村 竜次 

２ ９ 

ひらはら よしか 

９ 平原 美佳 

３ ６ 

いのさか かずゆき 

６ 
【一】 

夏 

木 

井ノ坂 和幸 

４ ７ 

なかい やすたか 

７ 中井 保孝 

５ ３ 

ふくざき ひろし 

３ 
【二】 

秋 

山 

福崎 広志 

６ １ 

はやし けんたろう 

１ 林 健太郎 

７ ２ 

はやし まこと 

２ 
【三】 

冬 

河 

早矢仕 誠 

８ ５ 

ひろおか ゆきや 

５ 広岡 幸也 

９ ４ 

あらい だいすけ 

４ 

【外】 

Ｌ Ｒ 新井 大介 Ｌ Ｒ 

 

 
 

控 

え 

選 

手 

ありむら  こういち  

１０ 

わきた ゆきお  

１５ 

朝 

日 

上 

月 有村  浩一 脇田  幸雄 

ながた ともひろ  

１１ 

たむら けい  

１６ 永田  智浩 田村 恵  

くぼぞの  しゅうた  

１２ 

どい しゅういち  

１７ 
 

窪薗  修太 土居  修一 

しもいけ  たかひろ  

１３ 

かとう まこと  

１８ 下池  貴博 加藤 誠 

あらい しんや  

１４ 
 

荒井  真哉 

 

 

先・後 
広島理科大学付属 

東 洋 高等学校 
打順 守備位置 選 手 名 背番号 審 判 

１ ４ 
やすだ まさひろ 

４ 【球】 

春 

野 

安田 聖寛 

２ ９ 
おかもと けんじ 

９ 
岡本 健二 

３ ８ 
おおむら なおゆき 

８ 【一】 

夏 

木 

大村 直之 

４ ３ 
にしうち ひろし 

３ 
西内 宏 

５ ７ 
くわづる えいさく 

７ 【二】 

秋 

山 

桑鶴 英作 

６ ２ 
わたなべ としゆき 

２ 
渡辺 順之 

７ ６ 
たなか ひでかず 

６ 【三】 

冬 

河 

田中 秀和 

８ ５ 
きよかわ こうたろう 

５ 
清川 耕太郎 

９ １ 
いのうえ やすし 

１ 
【外】 

Ｌ Ｒ 井上 靖士 Ｌ Ｒ 

 

 
 

控 

え 

選 

手 

さけたに さとし  

１０ 

こんどう  のぶあき  

１５ 

朝 

日 

上 

月 酒谷 敏 近藤  伸昭 

まつもと  たかひろ  

１１ 

こじま ただおみ  

１６ 松本  貴博 小嶋  忠臣  

はるな くにひこ  

１２ 

ながかわ けい  

１７ 
 

春名  邦彦 永川 圭 

さとう こうへい  

１３ 

おさだ たけとし  

１８ 佐藤  行平 長田  武敏 

なかがわ  たかふみ  

１４ 
 

中川  貴文 
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（問 題） （回 答） 

Q.01－ラインアップ A.01－お待たせいたしました。 

第３試合、広島理大東洋高校 対 大洋水産の… 

（Ｐ７に回答） （マニュアル P５参照） 

Q.02－試合開始直前、ファウルボール注意の放送。 A.02－お客様にお願いいたします。 

試合中、スタンドに入りますファウルボールは 

たいへん危険でございます。 

打球のゆくえには、十分ご注意くださいませ。 

特に、お子様連れの方は、ご注意願います。 

試合中、スタンドに入りますファウルボールには 

くれぐれもお気をつけくださいませ。 （マニュアル P１２参照） 

Q.03－シート紹介 ～ 後攻チーム （マニュアル P６参照） A.03－（Ｐ７に回答） 

§１回の表、大洋水産の攻撃。 
 

A.04－１回の表、大洋水産の攻撃は、 

１番、センター島村君、センター島村君。 Q.04－先頭打者、島村君をコール。      （マニュアル P６参照） 

Q.05－島村君にいきなりデッドボール。 

審判員から治療中のアナウンスを要請された。 

①詳細が不明で、とりあえず、手当をするアナウンス。 

②手を負傷し手当を行っている。再度、アナウンスの要請。 

（マニュアル P１０-１参照） 

A.05－①お客様にお願いいたします。大洋水産の島村君、 

手当をいたしますから、しばらくお待ちくださいませ。 

②お客様にお願いいたします。大洋水産の島村君、 

手の治療をいたしております。 

恐れ入りますが、いましばらくお待ちくださいませ。 

（「手の手当て」とは言わない。） 

Q.06－アナウンス後、まもなく復帰、１塁へ走って行く。 

２番バッターをコール。 

A.06－お待たせいたしました。 

バッターは、２番、ライト平原君、ライト平原君。 

Q.07－３人が凡退して、チェンジ。 

シート紹介 ～ 先攻チーム （マニュアル P６参照） 

 

A.07－守ります、大洋水産の ………。（Ｐ７に回答） 

§１回の裏、広島理大東洋高校の攻撃。 
 

A.08－１回の裏、広島理大東洋高校の攻撃は、 

１番、セカンド安田君、セカンド安田君。 Q.08－先頭打者の安田君コール。       （マニュアル P６参照） 

Q.09－センターのバックスクリーンに観客が入り込み、審判員から 

注意してくれるようアナウンスの要請があった。 

（マニュアル P１２参照） 

（アナウンスの後、もう一度バッターをコール。） 

３者凡退でチェンジ。 

A.09－センター後方、バックスクリーンに入っていらっしゃるお客様 

試合進行の妨げになりますから、スタンドで座って 

ご観戦くださいませ。 

バッターは、安田君。 

§２回の表、大洋水産の攻撃。この回、５番から。 
 

A.10－＊２回の表、大洋水産の攻撃は、 

５番、ファースト福崎君、ファースト福崎君。 

＊６番、ピッチャー林君、ピッチャー林君。 

＊７番、キャッチャー早矢仕君、キャッチャー早矢仕君。 

＊８番、サード広岡君、サード広岡君。 

＊９番、セカンド新井大介君、セカンド新井君。 

（林君と早矢仕君のアクセント、新井君のフルネームの扱いに注意！） 

Q.10－５・６・７・８・９番バッターをコール。 

９番でチェンジ。 

（マニュアル P１参照） 

§２回の裏、広島理大東洋高校の攻撃。 
 

この回、４番から。 

Q.11－バッターをコール。          （マニュアル P６参照） 

A.11－２回の裏、広島理大東洋高校の攻撃は、 

４番、ファースト西内君、ファースト西内君。 

Q.12－審判がプレイをかけてから、１塁側アルプス席のポール後方に 

応援の横幕が新たに掛けられようとしているのに気がついた。 

ファウルラインのポールと紛らわしく、ジャッジに支障あり。 

しかし、すでにピッチャーが投球の構えに入っていたので、 

１球投げた後のインターバルにすぐ、簡単に注意アナウンス。 

A.12－広島理大東洋高校応援団にお願いいたします。 

ポール後方の横幕は、 

スタンドの中段より上の方へあげてください。 
（ピッチャーの投球モーションのタイミング等、 

インプレー中には、アナウンスは控える。） 

（マニュアル P１２-４ａ参照） 

Q.13－バッターが凡退。まだ、横幕が取り外されないだけでなく、 
アナウンスの意味が理解されていなかったようなので、 

次のバッターを呼ぶ前に再度注意を促してから、 

バッターをコール。 

（マニュアル P１２-４ａ参照・応用） 

A.13－広島理大東洋高校応援団にお願いいたします。 

試合進行の妨げになりますから、ポール後方の横幕は、 

スタンドの中段より上の方へあげてください。 

バッターは、５番、レフト桑鶴君、レフト桑鶴君。 

Q.14－５番バッターが、デッドボール。１塁ベンチへさがって治療を 

するので、審判員からアナウンスの要請があった。 

（マニュアル P１０-１ｂ参照） 

A.14－お客様にお願いいたします。 

広島理大東洋高校の桑鶴君、 

手当をいたしますからしばらくお待ちくださいませ。 

Q.15－桑鶴君、治療にしばらく時間を要するので、臨時代走を出す。 

誰になるのか？  また、そのアナウンスは？ 

（マニュアル P１１参照） 

A.15－※臨時代走には、西内君。 

桑鶴君の臨時代走、西内君。 

ファーストランナーは臨時代走・西内君。 
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Q.16－次の、６番バッターをコール。 A.16－＊バッターは、 

６番、キャッチャー渡辺君、キャッチャー渡辺君。 

ピッチャーゴロで凡退するが、打球がピッチャーを直撃し、 

ピッチャーが負傷。３塁ベンチへさがって治療をする。 

審判員からアナウンスの要請。 

（マニュアル P１０-１参照） 

＊お客様にお願いいたします。 

大洋水産のピッチャー林君、手当をいたしますから、 

しばらくお待ちくださいませ。 

Q.17－しばらくして審判員から、まだ少し治療に時間がかかるので、 

再度同様のアナウンスを要請される。 

（マニュアル P１０-３参照） 

A.17－お客様にお願いいたします。 

大洋水産の林君、手当をいたしておりますから 

（恐れ入りますが）いましばらくお待ちくださいませ。 

Q.18－ようやく治療が終わって、ピッチャーがマウンドに戻り、 

投球練習後、次のバッターをコール。 

A.18－お待たせいたしました。 

バッターは、７番、ショート田中君、ショート田中君。 
（投球練習を行ったりするので、審判員の様子をよく見て状況を把握し、 
バッターをコールするタイミングに注意！） 

Q.19－田中君が凡退して、チェンジ。 

先ほどデッドボールの桑鶴君、まだ少し治療に時間がかかる 

ので、審判員からの要請によりアナウンス。 

（マニュアル P１０-３参照・応用） 

A.19－お客様にお願いいたします。 

広島理大東洋高校のレフト、桑鶴君 

手当をいたしておりますから、しばらくお待ちくださいませ。 

§３回の表、大洋水産の攻撃。この回、１番から。 
 

A.20－お待たせいたしました。 

３回の表、大洋水産の攻撃は、１番、センター島村君。 

（２巡目になっているので、シート・選手名は繰り返さない。） Q.20－桑鶴君、レフトの守備について、バッターをコール。 

Q.21－大洋水産の応援席に、島村君の名前が大きく書かれた幟が立て 

られた。取り除くよう、インターバルにアナウンスする。 

（マニュアル P１２-４ｂ参照） 

A.21－大洋水産応援団にお願いいたします。 

個人名をあげての応援は、禁止されておりますから 

（個人名の幟は禁止されておりますから） 

取り除いてください。 

Q.22－１・２・３番、連続ヒット。島村君生還。 A.22－広島理大東洋高校、シートの変更をお知らせいたします。 

センターの大村君が、ピッチャー 

ピッチャーの井上君が、センター 

３番、ピッチャー大村君。 

９番、センター  井上君。  以上に代わります。 

広島理大東洋高校、ピッチャーとセンターが交代。 

（マニュアル P８参照） 

４・５・６番凡退、得点は１点にとどまって、チェンジ。 

§３回の裏、広島理大東洋高校の攻撃。 
 

この回、８番から。 A.23－＊３回の裏、広島理大東洋高校の攻撃は、 

８番、サード清川君、サード清川君。 

＊９番、センター井上君、センター井上君。 Q.23－８番・９番バッターをコール 

Q.24－２番までまわってチェンジ。 

観客に対して、ファウルボールへの注意を促す放送をする。 

（マニュアル P１２参照） 

A.24－お客様にお願いいたします。 

試合中、スタンドに入りますファウルボールは 

たいへん危険でございます。 

打球のゆくえには、十分ご注意くださいませ。 

特に、お子様連れの方は、ご注意願います。 

試合中、スタンドに入りますファウルボールには 

くれぐれもお気をつけくださいませ。 

§４回の表、大洋水産の攻撃。この回、７番から。 
 

A.25－＊４回の表、大洋水産の攻撃は、 

７番、キャッチャー早矢仕君。 

＊８番、サード広岡君。 

＊９番、セカンド新井君。 

（あらい君９人中１人だけの場合、２巡目は姓のみ） 

Q.25－７番・８番・９番バッターをコール。 

（マニュアル P１参照） 

Q.26－１番の島村君、やはり最初の打席での負傷がたたって交代。 

代打、荒井真哉君。 

A.26－１番、島村君に代わりまして、荒井真哉君。 

バッターは、荒井真哉君。 

（字は違っても、あらい君が９人中、２人になった。 
以降のアナウンス、また、どちらかが退いた場合にも注意！） 

（マニュアル P２・７参照） 

Q.27－１点奪取。３番までまわってチェンジ。 

代打の荒井真哉君がレフトに入り、 

レフトの中井君がセンター。 

A.27－大洋水産、選手の交代をお知らせいたします。 

代打いたしました荒井真哉君が、そのまま入りレフト。 

レフトの中井君が、センター。 

１番、レフト  荒井真哉君。 

４番、センター中井君。  以上に代わります。 （マニュアル P２・７参照） 

§４回の裏、広島理大東洋高校の攻撃。 
 

この回、３番から。 A.28－＊４回の裏、広島理大東洋高校の攻撃は、 

３番、ピッチャー大村君。 Q.28－先頭打者をコール。 

突然、激しい雨が降ってきて、 

審判員が選手にベンチに戻るよう指示。 

試合を中断する旨のアナウンスをする。 

＊お客様にお願いいたします。 

ご覧のように雨が激しく降ってまいりましたので、 

試合を一時、中断いたします。 

悪しからずご了承くださいませ。 （マニュアル P１４-２ａ参照） 
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Q.29－雨が小降りになったので、試合を再開する。 
タイミングをみて、もう一度バッターをコール。 

（マニュアル P１４-２ｂ参照） 

A.29－お待たせいたしました。 

ただ今から、試合を再開いたします。 

バッターは、大村君。 

Q.30－３・４・５番が連続ヒット。１人生還。 A.30－大洋水産、シートの変更をお知らせいたします。 

レフトの荒井真哉君が、ピッチャー。 

ピッチャーの林君が、レフト。 

１番、ピッチャー荒井真哉君。 

６番、レフト 林君。  以上に代わります。 

大洋水産、ピッチャーとレフトが交代。 

（マニュアル P２・８参照） 

Q.31－その後、さらに３点追加。逆転し９番までまわってチェンジ。 

と同時に、また激しい雨が降ってきた。 

審判員が両チームに、ベンチで待機するよう指示する。 

試合を中断する旨のアナウンスをする。 

（マニュアル P１４-２ａ参照） 

A.31－お客様にお願いいたします。 

ご覧のように雨が激しく降ってまいりましたので、 

試合を一時、中断いたします。 

悪しからずご了承くださいませ。 

Q.32－今度はなかなか小雨にならないので、大会本部から、もう一度 

中断している旨のアナウンスをするよう指示があった。 

（その後、状況によってＢＧＭを流すなど。） 

（マニュアル P１４-２ａ参照） 

A.32－お客様にお知らせいたします。 

ご覧のような天候でございますから、 

ただ今のところ、試合を中断しております。 

悪しからずご了承くださいませ。 

Q.33－雨はあがったが、グラウンドに水が浮いてしまったので、 

土を入れるなどの整備を行ったあと再開する。 

本部から、その旨のアナウンスをするよう指示があった。 

（マニュアル P１４-２ｃ参照） 

A.33－お客様にお知らせいたします。 

ただ今から、グラウンドの手入れを行い、 

試合を再開する予定でございます。 

恐れ入りますが、今しばらくお待ちくださいませ。 

§５回の表、大洋水産の攻撃。この回、４番から。 
 

Q.34－グラウンド整備も終わり、選手・審判員が所定の位置について 

いよいよ試合再開。 

この回の先頭打者、４番バッターをコール。 

A.34－たいへん長らくお待たせいたしました。 

ただ今から試合を再開いたします。 

５回の表、大洋水産の攻撃は、４番、センター中井君。 

（マニュアル P１４-２ｂ参照） 

Q.35－５・６・７番をコール。 A.35－＊５番、ファースト福崎君。 

＊６番、レフト林君。 

＊７番、キャッチャー早矢仕君。 

＊８番、広岡君に代わりまして、永田君。バッターは永田君。 ８番に代打、永田君。 

（マニュアル P７参照） 

Q.36－９番にも代打、下池君。 （マニュアル P２・７参照） A.36－９番、新井大介君に代わりまして、下池君。バッターは下池君｡ 

Q.37－下池君ヒットで、２者生還。 A.37－広島理大東洋高校、シートの変更をお知らせいたします。 

センターの井上君が、ピッチャー。 

ピッチャーの大村君が、センター。 

３番、センター  大村君。 

９番、ピッチャー井上君。  以上に代わります。 

広島理大東洋高校の守備、ピッチャーとセンター交代。 

（マニュアル P８参照） 

Q.38－１番バッターをコール。 

（マニュアル P２参照） 

A.38－バッターは、１番、ピッチャー荒井君。 

（荒井真哉君は第２打席。新井大介君も退いている。） 

Q.39－フォアボールで出塁。 

広島理大東洋高校、ピッチャー交代、春名君。 

（マニュアル P７参照） 

A.39－広島理大東洋高校のピッチャー、 

井上君に代わりまして、春名君。 

９番、ピッチャー春名君。 

Q.40－２番、凡退してチェンジ。 A.40－大洋水産、選手の交代をお知らせいたします。 

代打いたしました永田君が、そのまま入りサード。 

同じく代打いたしました下池君に代わりまして、 

９番に脇田君が入りショート。 

ショートの井ノ坂君がセカンド。 

３番、セカンド井ノ坂君。 

８番、サード  永田君。 

９番、ショート脇田君。  以上に代わります。 

大洋水産、選手交代。  代打の永田君がサード。 

下池君に代わり、脇田君が９番でショート。 

ショートがセカンド。 

（マニュアル P７･８参照） 

§５回の裏、広島理大東洋高校の攻撃。 
 

この回、1番から。 

Q.41－１番に、代打で近藤君。 

A.41－＊５回の裏、広島理大東洋高校の攻撃は、 

１番、安田君に代わりまして、近藤君。バッターは近藤君。 

フォアボールで出塁。代走に佐藤君。 

（マニュアル P７参照） 

＊ファーストランナー、近藤君に代わりまして、佐藤君。 

ファーストランナーは、佐藤君。 

Q.42－大洋水産、ベンチから伝令が出た。 

そのインターバルに、球審が「６回表からナイター照明を 

点けてほしい。」と本部に依頼し、本部も了承。 

外野審判の担当は、レフト朝日さん、ライト上月さん。 

タイムがとけて、２番・３番バッターをコール。 

A.42－＊バッターは、２番、ライト岡本君。 

＊３番、センター大村君。 
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Q.43－２点を取り６番までまわって、チェンジ。 

照明灯が点灯。アナウンスをする。 

（マニュアル P１２参照） 

A.43－ただ今から、点灯いたします。 

外野審判は、レフト朝日（あさひ）、 レフト朝日。 

ライト上月（こうづき）、ライト上月。 

以上、両氏でございます。 

Q.44－広島理大東洋高校、選手交代。 A.44－広島理大東洋高校、選手の交代をお知らせいたします。 

代走いたしました佐藤君が、そのまま入りショート。 

ショート田中君に代わりまして、７番に松本君が入りサード。 

サードの清川君がセカンド。 

１番、ショート佐藤君。 

７番、サード  松本君。 

８番、セカンド清川君。  以上に代わります。 

代走の佐藤君が、そのままショート。 

ショートの田中君が退き、７番で松本君がサードに入る。 

サードの清川君が、セカンド。 

（マニュアル P７・８参照） 

§６回の表、大洋水産の攻撃。この回、３番から。 
 

A.45－６回の表、大洋水産の攻撃は、 

３番、井ノ坂君に代わりまして、有村君。 

バッターは、有村君。 

Q.45－先頭打者の井ノ坂君に、代打で有村君。 

（マニュアル P７参照） 

Q.46－三者凡退、チェンジ。大洋水産、選手の交代。 A.46－大洋水産、選手の交代をお知らせいたします。 

代打いたしました有村君が、そのまま入りライト。 

ライトの平原君が、センター。センターの中井君が、レフト。 

レフトの林君が、ピッチャー。 

ピッチャー荒井君に代わりまして、 

１番に田村君が入り、セカンド。 

１番、セカンド  田村君。 

２番、センター  平原君。 

３番、ライト 有村君。 

４番、レフト 中井君。 

６番、ピッチャー 林 君。  以上に代わります。 

代打がライト、ライトがセンター、 

センターがレフト、レフトがピッチャー、 

ピッチャーに代わって田村君がセカンド。 

（マニュアル P７・８参照） 

§６回の裏、広島理大東洋高校の攻撃。  

A.47－＊６回の裏、広島理大東洋高校の攻撃は、 

７番、サード松本君、サード松本君。 

＊８番、セカンド清川君。 

＊９番、ピッチャー春名君、ピッチャー春名君。 

＊１番、ショート佐藤君、ショート佐藤君。 

この回、７番から。 

Q.47－７・８・９・１番を順番にコール。 

Q.48－２点追加して、４番までまわってチェンジ。 A.48－広島理大東洋高校、選手の交代をお知らせいたします。 

ライト、岡本君に代わりまして、中川君。 

２番、ライト中川君。 選手交代、中川君がライトの守備につく。 

（マニュアル P７参照） 

§７回の表、大洋水産の攻撃。この回、６番から。 
 

A.49－＊７回の表、大洋水産の攻撃は、 

６番、ピッチャー林君。 

＊７番、キャッチャー早矢仕君。 

＊８番、サード永田君。 

＊９番、ショート脇田君、ショート脇田君。 
Q.49－また雨が降ってきたが、試合は続行。 

６・７・８・９番バッターをコール。１人生還。 

Q.50－広島理大東洋高校、センター交代。酒谷君。 

（マニュアル P７参照） 

A.50－広島理大東洋高校のセンター、大村君に代わりまして酒谷君。 

３番、センター酒谷君。 

Q.51－１番バッターをコール。 A.51－バッターは、１番、セカンド田村君、セカンド田村君。 

Q.52－１番凡退してチェンジ。 A.52－大洋水産、選手の交代をお知らせいたします。 
ライト、有村君に代わりまして、３番に窪薗君が入りレフト。 

レフトの中井君が、センター。センターの平原君が、ライト。 

２番、ライト  平原君。 

３番、レフト  窪薗君。 

４番、センター中井君。  以上に代わります。 

選手交代、有村君に代わって、レフトで窪薗君。 

レフトがセンター、センターがライト。 

（マニュアル P８参照） 

７回の裏、広島理大東洋高校の攻撃。  

A.53－＊７回の裏、広島理大東洋高校の攻撃は、 

５番、レフト桑鶴君。 

＊６番、キャッチャー渡辺君。 

＊７番、サード松本君。 

この回、５番から。 

Q.53－雨足が強くなってきたものの、試合続行。 

５・６・７番をコール。連続ヒット。満塁。 

Q.54－８番に代打、小嶋君。 （マニュアル P７参照） A.54－８番、清川君に代わりまして、小嶋君。バッターは、小嶋君。 

Q.55－また、激しい雨が降ってきた。 

審判員が両チームに、ベンチで待機するよう指示する。 

試合を中断する旨のアナウンスをする。 

（マニュアル P１４-２ａ参照） 

A.55－お客様にお願いいたします。 

ご覧のように雨が激しく降ってまいりましたので、 

試合を一時、中断いたします。 

悪しからずご了承くださいませ。 

Q.56－激しい雨が降り続き、大会本部から、もう一度中断している旨 

のアナウンスをするよう指示があった。 

（その後、状況によってＢＧＭを流すなど。） 

（マニュアル P１４-２ａ参照） 

A.56－お客様にお願いいたします。 

ご覧のような天候でございますから、 

ただ今のところ、試合を中断しております。 

悪しからずご了承くださいませ。 
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Q.57－大会本部から指示があり、天候回復の見込みがないことと、 

グラウンド状況の悪化ということで、コールドゲームになる。 

注意確認事項 

＊得点の確認…広島理大東洋高校８点、大洋水産５点。 

 

＊イニングは…７回裏の攻撃中。 

＊何時何分で、コールがあるのか。 

不明であれば審判員の動きに注意。 

A.57－お客様にお知らせいたします。 

ご覧のように雨が降り止まず、 

またグラウンドコンディションも非常に悪くなり 

試合続行不能となりましたので、 

この試合、７回裏でコールドゲームとし、 

８対５で広島理大東洋高校の勝ち試合といたします。 

 

＊審判が、ホームベースのところで手を挙げて「ゲーム」 

のコール。コールドゲームとして、試合成立。 

試合結果のアナウンス。 

（マニュアル P１５-２③参照） 

§試合終了 
 

Q.58－コールドゲームの場合、校歌斉唱・校旗掲揚は行われないが、 

通常通り最後まで試合ができ、校歌斉唱等を行う場合の 

アナウンスは。 

A.58－ご覧のように、８対５で、広島理大東洋高校が勝ちました。 

ただ今から、広島理科大学付属東洋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。 

（マニュアル P９参照） 

Q.59－天候がよければ、この日、４試合が予定されていた。 

中止になった第４試合が、翌日の第１試合に組み込まれ、 

明日は大会第４日、 

8:30から、第１試合  青波学院－近鉄工業 

11:00 から、第２試合  西武実業－千葉海洋大高校 

13:30 から、第３試合  大栄商業－日本畜産大付属高校 

16:00 から、第４試合  阪神高校－中日商業 

の４試合日。 

案内の例を考えてみる。 

A.59－お客様にお知らせいたします。 

本日の第４試合、青波学院 対 近鉄工業の試合は、 

雨のため中止となり、明日に順延いたします。 

明日、大会第４日は、 

午前８時３０分から、青波学院 対 近鉄工業 

１１時００分から、西武実業 対 千葉海洋大高校 

午後１時３０分から、大栄商業 対 日本畜産大付属高校 

４時００分から、阪神高校 対 中日商業 

以上の４試合を行います。 

明日は午前８時３０分から、 

青波学院 対 近鉄工業 

西武実業 対 千葉海洋大高校 

大栄商業 対 日本畜産大付属高校 

阪神高校 対 中日商業 の４試合を行います。 

本日は、ご来場くださいましてありがとうございました。 

お足元にお気を付けのうえお帰りくださいませ。 

本日は、ご来場くださいましてありがとうございました。 （マニュアル P１５-２参照） 
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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３試合、広島理大東洋高校 対 大洋水産のラインアップ、ならびにアンパイアをお知らせいたします。 

 

先攻、大洋水産。 引き続きまして、後攻、広島理大東洋高校。 

    

１番、センター  島村君。 センター  島村君。 １番、セカンド  安田君。 セカンド  安田君。 

２番、ライト  平原君。 ライト  平原君。 ２番、ライト  岡本君。 ライト  岡本君。 

３番、ショート  井ノ坂君。 ショート  井ノ坂君。 ３番、センター  大村君。 センター  大村君。 

    

４番、レフト  中井君。 レフト  中井君。 ４番、ファースト  西内君。 ファースト  西内君。 

５番、ファースト  福崎君。 ファースト  福崎君。 ５番、レフト  桑鶴君。 レフト  桑鶴君。 

６番、ピッチャー  林 君。 ピッチャー  林 君。 ６番、キャッチャー渡辺君。 キャッチャー渡辺君。 

    

７番、キャッチャー  早矢仕君。 キャッチャー  早矢仕君。 ７番、ショート  田中君。 ショート  田中君。 

８番、サード  広岡君。 サード  広岡君。 ８番、サード  清川君。 サード  清川君。 

９番、セカンド  新井大介君。 セカンド  新井君。 ９番、ピッチャー  井上君。 ピッチャー  井上君。 

 

審判は、球審、春野。 球審、春野。 

塁審、１塁、夏木。１塁、夏木。 

２塁、秋山。２塁、秋山。 

３塁、冬河。３塁、冬河。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３試合、広島理大東洋高校 対 大洋水産の試合、まもなく開始でございます。 
 

まず守ります、広島理大東洋高校の、 

ピッチャーは、井上君。 キャッチャー、渡辺君。 

ファースト、西内君。  セカンド、安田君。  サード、清川君。 ショート、田中君。 

レフト、桑鶴君。 センター、大村君。 ライト、岡本君。 

審判は、  球審、春野。  塁審、１塁、夏木。  ２塁、秋山。  ３塁、冬河。   以上、４氏でございます。』 
 

 

『１回の表、大洋水産の攻撃は、１番、センター   島村君。センター  島村君。』 

 

 

（チェンジ） 

『守ります、大洋水産の、 

ピッチャーは、林君。 キャッチャー、早矢仕君。 

ファースト、福崎君。  セカンド、新井大介君。 サード、広岡君。 ショート、井ノ坂君。 

レフト、中井君。 センター、島村君。 ライト、平原君。』 

 

 

『１回の裏、広島理大東洋高校の攻撃は、１番、セカンド安田君。セカンド安田君。』 

 

 

 

 

 

ＣＨＥＣＫ  ＰＯＩＮＴ 
 
※同姓チェック－大 洋 水 産、背番号④の新井大介君・⑭の荒井真哉君。字が違っても読みが一緒の場合、同姓とみなして放送する。 

背番号①の 林 君と②の早矢仕君はアクセントが全く違うので同姓とは見なさない。 

ただし、アクセントは間違いなく発音すること。 

広島理大東洋高校、同姓なし。 
 

※読み違えやすい姓、酒谷（さけたに or さかたに）または上記の、林 ・ 早矢仕など、ふりがなやアクセント記号を、 

スコアカードや先発メンバー表にチェックしておく。 
 

※選手交代の後、選手の背番号も記入できているかどうか。 


