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リトルリーグ関西連盟 

２０２１公式戦アナウンスマニュアル 

（全員出場ルール採用試合を除く） 

 

 ☆第 1試合のときは試合開始時刻３０分前には放送席に着席すること 

 ☆第２試合以降は、前試合が終了後、すぐに着席できるように準備すること 

 ☆放送室（ブース）では静粛に、私語は慎むこと 

 ☆放送室（ブース）ではいかなるときも冷静さを失ってはいけない 

  ※特に自チーム（リーグ）の応援は控えること 

 ☆放送担当者は心身共に、健康な状態を保つよう努めること 

 ☆放送の良し悪しは、声の良し悪しではない 

 

 

《試合前》 

〈メンバー表提出〉・・・通常は５通。全員出場ルール採用時は６通を提出します。 

 ○両チームに対しメンバー表提出をアナウンス 

☆第 1試合は大会本部の指示により、第２試合以降は前試合の３回表終了時のタイミングで！ 

 （特別ルールで３回コールドが採用されている場合は２回表終了時） 

「      チーム、      チームにお知らせします。」 

「両チームの監督ならびにキャプテンはメンバー表(５)通を持って大会本部まで起こし下さい。」 

 

〈シートノック〉・・・後攻チームからノックをします。時間は原則７分間ですが、状況により時間短

縮や、しない事があります。大会本部の指示にしたがってください。 

 

○両チームに対しベンチ入りのアナウンス 

「両チーム、ベンチ入りしてください。」 

 

○後攻チームに対してシートノック準備のアナウンス 

「後攻      チーム、ノックの準備をしてください。」 

 

○後攻チームに対してシートノック開始のアナウンス 

☆後攻チーム、ベンチ前に整列を確認後！ 

「      チーム、ノックを始めてください。時間は  ７  分間です。」 

◎アナウンス直後から計測 

 



〈用具審査〉・・・公式戦では毎試合、用具審査をします。 

○先攻チームに対して用具審査準備のアナウンス 

☆後攻チーム開始のアナウンスに引続きのタイミングで！ 

「先攻      チーム、用具審査の準備をしてください。」 

 

○後攻チームに対してシートノック残り時間と終了のアナウンス 

「ノック、あと１分。」 

「ノックを終了してください。」☜・時間内に終わればアナウンスしなくて良い。 

 

 

○引続き、先攻チームに対してシートノック準備のアナウンス 

「      チーム、ノックの準備をしてください。」 

 

☆後攻チームがベンチへ戻り、先攻チームのベンチ前、整列を確認後！ 

○先攻チームに対してシートノック開始のアナウンス 

「      チーム、ノックを始めてください。時間は  ７  分間。です」 

◎アナウンス直後から計測 

 

○後攻チームに対して用具審査準備のアナウンス 

☆先攻チーム開始のアナウンスに引続きのタイミングで！ 

「      チーム、用具審査の準備をしてください。」 

 

〈ラインアップ紹介〉・・・先攻チームのノック中に出場メンバーの紹介をおこないます。 

 ○大会名の紹介のアナウンス 

「只今より、正式大会名称 大会、（一回戦、準決勝など）、本日の第  試合、 

（一塁側・    ）チーム対（三塁側・    ）チームのスターティングラインアップならび

にウェイティングメンバーをお知らせします。」 

○先攻の紹介、打順→シート→フルネーム・君(さん)→シート→姓のみ・君(さん)→背番号 

◎背番号は何番と言わない（打順に番をつけるから）。 

◎名前のアナウンスはフルネームと記載以外は姓のみとする。 

◎「シート」は守備位置の意味です。 

「先攻、  塁側、     チーム。」 

「１番、（シート）、（フルネーム）君、（シート）、（姓のみ）君、背番号  。」 

「２番、（シート）、（フルネーム）君、（シート）、（姓のみ）君、背番号  。」 

・・・以下、９番まで 

「ウィエイティングメンバーは、」 

「（フルネーム）君、（姓のみ）君、背番号  。」・・・以下、背番号順に全員 

「以上です。」 

 



○後攻チームの紹介。以下同じ 

「つづきまして、後攻、  塁側、     チーム。」 

・・・以下、先攻チームと同様に。 

 

〈審判紹介〉・・・両チームにつづいて審判の紹介をします。 

○審判の紹介のアナウンス 

「この試合の審判は、 

球審    、一塁    、二塁    、三塁    以上、４氏でおこないます。」 

 

 

○先攻チームに対してシートノック残り時間と終了のアナウンス 

「ノック、あと１分。」 

「ノックを終了してください。」☜・時間内に終わればアナウンスしなくて良い。 

 

〈グランド整備〉・・・試合前のグランド整備を、出場選手はしません。 

「両チームの役員、保護者の皆様はグランド整備をお願いします。」 

 

〈注意喚起〉 

「皆様にお願します。 

ファールボールは大変危険です。ボールの行方には充分ご注意ください。」 

「また、リトルリーグの試合会場は禁煙となっております。指定場所以外での喫煙はご遠慮くだい。」 

☆ラインを引き終わり整備を確認のタイミングで！ 

「グランド整備ありがとうございました。」 

 

 

《試合中》 

〈試合開始〉・・・1回表シート紹介・バッターのコール＆試合開始時刻の告知をします。 

○後攻チーム・シート紹介・・・シートと姓のみ 

☆試合前の挨拶終了後、投手が投球練習を始めたら 

「1回の表、守備につきました＿＿＿＿チーム」 

「①ピッチャー、（姓のみ）君、②キャッチャー、＿＿＿君、③ファースト、＿＿＿君、」 

「④セカンド、＿＿＿君、⑤サード、＿＿＿君、⑥ショート、＿＿＿君、」 

「⑦レフト、＿＿＿＿君、⑧センター、＿＿＿君、⑨ライト、＿＿＿君、以上です。」 

 

○先頭バッターのコール 

☆各イニングの先頭打者の紹介は投球練習後、キャッチャーがセカンドに送球したタイミングで！ 

「1回の表、＿＿＿＿チームの攻撃は」 

「１番、シート、＿＿＿＿君、背番号＿＿。」 



○試合開始時刻の告知・・・時間制が採用される場合、重要な情報となります!! 

☆投手が１球目を投げた時を開始時刻とし、その投球の結果が確認され２球目までのタイミングで！ 

「この試合の開始は＿＿時＿＿分、＿＿時＿＿分。」 

 

○順次バッターのコール 

 ☆順次のアナウンスは前の打者の結果を確認してから速やかにおこなう。 

◎必ず、試合の流れがとまった事を確認してからおこなう。 

「２番、シート、＿＿＿＿君、背番号＿＿。」 

★何らかの理由でバッターのコールが遅れ、投手が投球動作に入ったらアナウンスを控え、投球の

合間に「バッターは＿＿＿君」と簡略化してアナウンスする。 

 

○投球数告示・・・各イニングが終了次第、公式記録員と整合させて、投球数をアナウンスする。 

☆イニング途中で投手交代があった場合は交代のアナウンスの後、同様にアナウンスする。 

◎数（カズ）だけをハッキリつたえる事！・・・「９球です。」はダメです。 

「この回の、＿＿＿＿君の投球数は（数字のみ）。合計（数字のみ）。」 

 

○先攻チーム・シート紹介・・・シートと姓のみ 

☆投手が投球練習を始めたら 

「１回の裏、守備につきました＿＿＿＿チーム」 

「①ピッチャー、＿＿＿＿君、②キャッチャー、＿＿＿君、③ファースト、＿＿＿君、」 

「④セカンド、＿＿＿＿君、⑤サード、＿＿＿君、⑥ショート、＿＿＿君、」 

「⑦レフト、＿＿＿＿君、⑧センター、＿＿＿君、⑨ライト、＿＿＿君、以上です。」 

 

○先頭バッターのコール・・・◎２打席目以降は背番号を省略する 

☆各イニングの先頭打者の紹介は投球練習後、キャッチャーがセカンドに送球したタイミングで！ 

「１回の裏、＿＿＿＿チームの攻撃は、１番、シート、＿＿＿＿君、背番号＿＿。」 

 以下、同じです。 

  

〈試合終了〉・・・試合結果と試合終了時刻の告知をします。 

○試合結果の告知 

☆両チームの選手が整列し球審がゲームセットをコールし挨拶が終了したタイミングで！ 

「只今の試合、＿＿対＿＿で＿＿＿＿チームが勝ちました。」  

「この試合の終了時刻は＿＿時＿＿分、＿＿時＿＿分。」・・・球審のゲームセットのコール時刻 

  

《試合中・選手交代/シート変更》 

◎思い込みでアナウンスせず球審から告知された通り正確にアナウンスする。 

  球審の告知の間違いに気付いても勝手に訂正せず、公式記録員に確認のうえ、球審に知らせて

から訂正アナウンスをおこなう。 



★先ずこれから何をアナウンスするかを伝える。 

「＿＿＿＿チーム、（選手の交代）（シートの変更）（選手の交代ならびにシートの変更）を 

お知らせいたします。」 

 ★「選手の交代」・・・ベンチにいる選手との入れ代わりがある場合 

 ★「シートの変更」・・・９人の中でシートに異動がある場合（シート＝守備） 

 ◎交代と変更が同時にある場合は交代を優先します。 

 ◎複数の交代にピッチャーが含まれる場合はピッチャーを優先します。 

 ◎複数の交代の場合は、最後に「以上に代わります。」で締めます。 

◎複数の交代または変更の場合の確認アナウンスは若い打順からします。 

 

 

○代打 

「＿＿＿＿チーム、選手の交代をお知らせいたします。」 

「＿＿番、（姓のみ）君に代わりまして、（フルネーム）君。 

バッターは（姓のみ）君、背番号＿＿。」 

 

 

○代走 

「＿＿＿＿チーム、選手の交代をお知らせいたします。」 

「＿＿ ランナー、    君に代わりまして、（フルネーム）君。 

＿＿ランナーは＿＿＿君、背番号＿＿。」 

 

 

○臨時代走・・・コーティシーランナーともいいますが臨時代走で OK！ 

また選手交代ではありませんので交代の告知はしません。 

ファーストランナーＢ君の臨時代走にＡ君の例 

「（Ｂ）君の臨時代走、（Ａ）君。 （ファースト）ランナーは臨時代走（Ａ）君。」 

◎臨時代走をだされた選手が守備に復帰する場合、アナウンスは触れなくてよい。 

 ◎臨時代走をだされた選手が復帰できない場合の交代アナウンスも臨時代走については触れない。 

※臨時代走者は記録に残りません。臨時代走者の盗塁、得点等も元の走者の記録となります。 

 

 ○イニング終了後、代打または代走した選手がそのまま、同じシートにつく場合 

「＿＿＿＿チーム、 代打または代走 しました＿＿＿君がそのまま入り、（シート）。」 

「＿＿番、（シート）、＿＿＿君、背番号＿＿。」 

  

○イニング終了後、代打または代走した選手に代わって別の選手が同じシートにつく場合 

「＿＿＿＿チーム、選手の交代をお知らせいたします。」 

 「 代打 or代走 しました＿＿＿君に代わりまして、＿＿番に（フルネーム）君が入り、（シート） 。」 

「＿＿番、（シート）、＿＿＿君、背番号＿＿。」 



○イニング終了後、代打または代走した選手に代わって別の選手が別のシートにつく場合。 

 ７番ピッチャーに代打したＡ太郎君に代わり、Ｂ次郎君背番号１０がセンター、1 番センターのＣ

三郎君背番号８がピッチャーに入る例 

「＿＿＿＿チーム、選手の交代ならびにシート変更をお知らせいたします。」 

「 代打または代走 しました（Ａ）君に代わりまして、（７）番に（Ｂ次郎 ）君が入り、（センター） 。」 

「（センター）の（Ｃ）君が、（ピッチャー）。」 

「(１)番、（ピッチャー）、（Ｃ君）君、背番号（１０）。」・・・若い打順から確認アナウンス 

「(７)番、（ センター ）、（Ｂ君）君、背番号（ ８ ）。」 

「以上に代わります。」 

 

 

○守備交代・・・一人だけの交代の場合 

「＿＿＿＿チーム、選手の交代をお知らせいたします。」 

「（シート）、＿＿＿＿君に代わりまして、（フルネーム）君。 

「＿＿番、（シート）、＿＿＿君、背番号＿＿。」 

 

 

○守備交代・・・二人以上が単純に交代の場合 

「＿＿＿＿チーム、選手の交代をお知らせいたします。」 

「（シート）、＿＿＿＿君に代わりまして、（フルネーム）君。 

「＿＿番、（シート）、＿＿＿君、背番号＿＿。」 

  ２人目以降も同様に 

「（シート）、＿＿＿＿君に代わりまして、（フルネーム）君。 

「＿＿番、（シート）、＿＿＿君、背番号＿＿。」 

  最後に 

「以上に代わります。」 

 

 

○シート変更・・・単純に 1番センターＡ君と５番サードＢ君の入れ代わり例 

「＿＿＿＿チーム、シートの変更をお知らせいたします。」 

「（センター）の（Ａ）君が、（ サード ）。」 

「（ サード ）の（Ｂ）君が、（センター）。」 

☆シート変更アナウンス終了後、引続き確認アナウンス 

「（１）番、（ サード ）、（Ａ）君。」・・・若い打順から確認アナウンス 

「（５）番、（センター）、（Ｂ）君。」 

「以上に代わります。」 

 

 

 



○守備交代とシート変更・・・選手の交代と同時にシートの変更がある場合 

 ◎交代と変更は交代が優先。複数交代がある場合はピッチャー優先。 

７番ピッチャーにＡ太郎君に代わり、あらたにＢ次郎君背番号１０がセンター、1番センターの 

Ｃ三郎君背番号８がピッチャーに入る例 

「＿＿＿＿チーム、選手の交代ならびにシートの変更をお知らせいたします。」 

「 （ピッチャー）、（Ａ）君に代わりまして、（７）番に（Ｂ次郎 ）君が入り、（センター） 。」 

「（センター）の（Ｃ）君が、（ピッチャー）。」 

「(１)番、（ピッチャー）、（Ｃ君）君、背番号（ ８ ）。」・・・若い打順から確認アナウンス 

「(７)番、（ センター ）、（Ｂ君）君、背番号（１０）。」 

「以上に代わります。」 

 

★守備側の交代アナウンスが完了せずに試合が進行してしまった場合はバッターを優先する。 

 但し、試合の最終盤でアナウンスができないままの状態で試合が終了しそうな状況では可能な限り、

試合進行を待ってもらいアナウンスを完了すること。 

 

 

《タイブレークについて》 

◎大会によりタイブレークを採用する場合があります。下記は 2021 年度の方式に基ずきます。 

「大会規定により、この回よりタイブレーク方式で行います。」 

◎無死二塁から攻撃を開始します。 

 ◎打者はタイブレーク開始前回終了時の継続打順とし、その回に一番最後に打順が回ってくる 

選手が 2 塁走者となる。 

 

「   回表の＿＿     チームの攻撃は、   番の     君で終わっています。 

２塁走者は     君、背番号    

バッターは   番、     君、背番号     」 

 

「   回裏の＿＿     チームの攻撃は、   番の     君で終わっています。 

２塁走者は     君、背番号    

バッターは   番、     君、背番号     」 

 

 

 

 

 

 

 

 



《決勝戦での試合前の全選手・監督・コーチ・審判員紹介》 

 

「只今より、              大会決勝戦を開始します。 

試合開始に先立ちまして両チーム（リーグ）の選手・監督・コーチ・審判を紹介します。」 

 

＊主将を先頭に、以下背番号順にフルネームで紹介する。 

 

 

「★先攻     塁側         チーム（リーグ） 

    （フルネーム） （フルネーム） 

    主将（キャプテン）        君          君  背番号     

        君          君  背番号     

        君          君  背番号     

    ：     ：     ： 

    ：     ：     ： 

監 督            さん         さん 

コーチ            さん         さん 

コーチ            さん         さん 」 

 

 

「★後攻     塁側         チーム（リーグ） 

    （フルネーム） （フルネーム） 

    主将（キャプテン）        君          君  背番号     

        君          君  背番号     

        君          君  背番号     

    ：     ：     ： 

    ：     ：     ： 

監 督            さん         さん 

コーチ            さん         さん 

コーチ            さん         さん 」 

 

 

 「 この試合の審判は 

  

球審     、塁審は、一塁     、二塁     、三塁      

以上、４氏でおこないます。」 

 



大会名：　　　　　　　　　　　　　　大会 開催日：　　　　年　　　　月　　　　日

1 2 3 4 5 6 7 8 9TEAM 計 開始時刻 　　時　　分 球審

一塁

二塁

三塁

終了時刻 　　時　　分

所要時間 　　時　　分

打順 名前 背番号

打順 名前 背番号

打順 名前 背番号打順 名前 背番号

名前 背番号打順打順 名前 背番号

名前 背番号打順

⑧センター

⑨ライト⑦レフト

打順 名前

④セカンド

①ピッチャー

③ファースト
背番号

⑥ショート

⑤サード

②キャッチャー

打順 名前 背番号



[　先攻　　後攻　：　　　　　　　　　リーグ　]

☆ウェイティングメンバー

⑨

④

⑤

⑥

⑦

6回守備 氏名 背番号 1回 7回 8回

⑧

①

②

③

2回 3回 4回 5回 9回
打
順

備考

氏名 背番号 氏名 背番号氏名 背番号


