
2017年度
第２回審判講習会

開催日：2017年8月27日

場 所：柏市青少年センター

主 催：柏市少年野球連盟
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9:30 ～ 9:45 開講式 （主催者挨拶・連盟審判員紹介・日程説明）

9:45 ～ 10:00 座学1 （規則等変更説明・審判員の心得）

10:00 ～ 10:30 座学2 （過去3大会を振り返ってのフォーメーション等の問題点）

10:30 ～ 10:40 休憩

10:40 ～ 11:30 座学3 （球審、各塁審の基本的な役割と動き）

11:30 ～ 11:50 演習問題 (グループ討議)

11:50 ～ 12:00 休憩

12:00 ～ 12:30 演習問題発表

12:30 ～ 13:00 質疑応答・閉講式

タイムスケジュール
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連盟審判員の紹介

専任審判員

•八木澤 巌

•小田部 英彦

•米倉 和也

•板垣 収

•村山 健一

•中里 朋訓

兼任審判員
• 大桑 久光
• 藤井 豊務
• 吉田 繁男
• 鈴木 三郎
• 緑川 健
• 星本 弘之
• 高村 光成
• 大割 健男
• 藤巻 徹
• 野沢 出
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大きな改正点は3つ

1. 野手が正規の捕球をした後、ボールデッドの個所に踏み込んだ
り、倒れ込んだりした際の処置

2. 前位の走者の行動または後位の走者の行動によって、後位の走
者は前位の走者に先んじたとみなされる場合がある。5.09 b (9)

3. 併殺を試みる塁へのスライディング 6.01 j

=> 正しいスライディングの明文化

2017年度ルール改正のおさらい
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2017年度ルール改正のおさらい

1. 各走者は、アウトにされるおそれなく、野手がボールデッド
の個所に入った時の占有塁から１個の進塁が許される

2. １死、２・３塁の際に３塁ランナーが三塁本塁間でランダウ
ンプレーになった際の場合

3. “正しいスライディング”とは

ベースに到達する前からスライディングをはじめ、手や足で

ベースに到達しようとし、スライディング終了後は(本塁を

除き)ベース上にとどまろうとし、野手に接触しようとして

走路を変更することなく、ベースに達するよう滑り込む。
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審判員の心得

規則書の「審判員に対する一般指示」からの引用。

「審判員は礼儀を重んじ、しかも公平にして厳格でなければなら
ない。そうすれば、すべての人々から愛される。」また、よく規
則を知り、審判員にとって最も大切な掟である、“あらゆるプレ
イについて最も良い位置をとれ”

以上のことを念頭においてレスペクトされる審判員になりましょ
う。
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• 審判員は競技場における唯一の代表者である。

• 審判員は自己の決定について、誤りを犯しているのではないか
と疑うようなことがあってはならない。

• 試合中はボールから目を離してはならない。

• プレイの判定を下すに当たっては、早まることなく、正確さを
期さなければならない。

• 走りながら“アウト” “セーフ“の宣告の動作をしてはならない

• 審判員が威厳をもつことはもちろん大切であるが、“正確であ
る” ということがより大切である。

審判員に対する一般指示（１）
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• 審判員にとって最も大切な掟は、 “あらゆるプレイについて最
も良い位置をとれ”ということである。

• 審判員は礼儀を重んじ、しかも公平にして厳格でなければなら
ない。そうすれば、すべての人々から愛される。

審判員に対する一般指示（２）
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第１部 終わり

続けて第２部へ、、、
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審判員には審判員として相応しい服装でお願いします。

帽子… 【色】濃紺 【形】審判帽

審判の服装に関する事項（着用を義務付ける）

上着… 【色】濃紺 【形】ウィンドウブレーカー
（注：チームロゴ入りグランドコート着用は厳禁）

セーター… 【色】濃紺 【形】Ｖネック

シャツ… 【色】白／濃紺【形】Ｙシャツ・ポロシャツ
（注：推奨の審判用シャツあり）

パンツ… 【色】濃紺／灰色／チャコールグレー（注：単色のみ、ライン入りは不可）

ベルト… 【色】黒／濃紺

ソックス… 【色】濃紺

シューズ… 【色】黒 【形】アップシューズ可（注：単色のみ、ライン入りは不可）
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ジャージ・ユニフォームは厳禁、違
反した場合はそのチームに対しペナ
ルティ【監督の出場停止等】を科す
ものとする

服装に関する注意事項を知っていますか？
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審判員は “あらゆるプレイについて最も良い位置を
とり”正確な判定を大きなジェスチャーで大きな声
でコールします。

審判員は身を守るために色々な道具を身に付けてい
ます。

審判員は試合中に相互のコミュニケーションをとり
あいます。

審判のジェスチャー、道具、コミュニケーション
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審判員のジェスチャー（１）

試合中、色々な場面で審判員は判定し、コールします。
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審判員のジェスチャー（２）

試合中、色々な場面で審判員は判定し、コールします。
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審判員の防具

試合中、審判員は危険にさらされます。特に球審の場合は自分が望むと
望まないにも関わらず危険にさられますので防具で守ります。
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審判員のコミュニケーション

試合中、審判員は自分の行動について審判員内でサインによ
るコミュニケーションをとる必要があります。
以下は球審のサインですが何を合図しているのでしょう。
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春、夏の大会を終えて
各チームの審判員の皆様のご協力で３月の新人戦（全日本学童柏
市予選）、４月の連盟春季大会、５月の連盟夏季大会、６月の関
東学童大会柏市予選と無事に終了することが出来ました。感謝申
し上げます。

更に、９月には連盟秋季大会が行われます。皆様のご協力を重ね
てお願いすると共に審判技術向上を促進させていきましょう。

これまでの大会で見られた審判員の所作について、いくつかの事
例で研究してみましょう。
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よくあるケース１：無死、走者なし、２塁審が打球を追う

無死、走者なし、中堅方向の飛球を２塁塁審が追う。安打になった打球を
処理した野手は、２塁へ送球して打者走者にプレイをしようとしています。

何か変です。何が起きていたか？

「２塁をカバーする審判がいない」

この場合、２塁をカバーするのは３塁塁審です。

３塁塁審は２塁塁審が背を向けて走り出すと同時に２塁へ向かってくださ
い。クロックワイズで動きますから３塁のカバーは球審が、本塁のカバー
は一塁塁審が打者の１塁触塁を確認した後、本塁へ向かいます。
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無死、走者なし、右翼方向の飛球を１塁塁審が追う。安打になった打球を
処理した野手は、２塁へ送球して打者走者に対するプレイに備えた。

何か変です。何が起きていたか？

「打者走者の１塁触塁を確認している審判がいない」

この場合、１塁をカバーするのは球審です。

球審は打者走者の後を追って、本塁１塁間の中間点まで進み打者走者の１
塁触理を確認、または１塁でのプレイに備えます。

よくあるケース２：無死、走者なし、１塁審が打球を追う
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無死、走者２塁、左翼方向の飛球を３塁塁審が追う。安打になった打球を
処理した野手は、２塁へ送球して打者走者に対するプレイに備えた。

何か変です。何が起きていたか？

「２塁をカバーする審判がいない」

この場合、２塁をカバーするのは１塁塁審です。

２塁審は２塁走者の２塁触塁の確認または３塁でのプレーに備えます、１
塁塁審はリミングして打者走者の１塁触理を確認した後、２塁でのプレイ
に備えます。

よくあるケース３：無死、走者２塁、３塁塁審が打球を追う
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第２部 終わり

１０分休憩後、第３部、、、
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第３部を始める前に

頭の体操をしましょう(^^)
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１死走者２塁、打者のカウント３－１、次の投
球がボールとなって打者は４球を得た。この時、
２塁走者が３塁に盗塁、しかし４球を得た打者
走者が捕手の送球を明らかに妨害したたが、妨
害にも関わらず捕手はそのまま３塁へ送球し２
塁走者をアウトにした。
妨害があっても盗塁がアウトになったので２死
走者１塁で再開した。

頭の体操１
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打者が内野ゴロを打ち、打者走者は１塁手が野
手からの送球を捕球する前に１塁ベースを駆け
抜けていた。しかし、この時打者走者は１塁
ベースを踏んでいなかった。
この時、１塁塁審はどのようなアンパイアリン
グをすればよいか？
何もしないか？ セーフのジェスチャーを入れ
る？

頭の体操２
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25

先ず審判の仕事

について学びましょう。



審判員の仕事

審判員の仕事は大きく分けて以下の２つです。

１）プレイに対するジャッジ
２）ゲームマネジメント
試合が始まれば、すべてのプレイについて、また試合の完了、トラブル、

試合の進行、大会規則の順守等について責任を持って“裁判官”として担当
する試合を裁きます。

その際の共通するキーワードは以下です。
・ルールを守る ・フェア ・正しく ・スピーディー
・マネジメント（試合のコントロール、トラブルの処理、抗議の処理、
悪天候の対処、突発事故の対処）
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審判員の仕事

審判員は試合前、試合後にミーティングをしましょう

１）試合前のミーティング
大事なことは、クルー間の約束事の確認です。

２）試合後のミーティング
試合終了後はその試合で感じたこと、起きたこと等をお互いが率直に相互

研鑽のために忌憚なく技術上の意見交換をしましょう。

これは、お互いのためです。自分でできなかったり、失敗したりしたことは
自己向上のために曝け出しましょう。
大事なことは「もっといい位置取りはできなかったか、もっといい動きは出
来なかったか、もっと素早く正確にジャッジできなかったか」等を常に追求
しましょう。

27



次に、審判の
「基本的な構え」
から学びましょう。
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球審の構え方
１）足

捕手の足のかかと/球審の足のつま先/かかと/つま先

かかとからつま先まで地面につける。

両足のスタンスは最低肩幅(ほとんどの場合肩幅以上)。

両足に均等に体重をかける。

スロット足を先に決め、後ろ足は45度まで開く。

２）肩

投手板に正対する

地面と平行に

３）あご

地面と平行に

捕手の頭頂部の高さに合わせる 29



球審の構え方
４）体

やや前方に傾ける。

頭の高さを決めるに従って腰の位置も決まる。

５）腕と手の位置(以下のどちらでもよい)

①スロット方向の腕は90度に曲げ、ベルトあたりに止める。

もう一方の腕は膝の上部あたりに軽く添える。

②両前腕を足の内部に入れ、太ももあたりに持ってくる。

手は自然に下がるか軽く握る
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塁審の構え方
塁審は

１．一球ごとにセットポジションで構える。

＊ただし走者がいない時には、スタンディング・セットポジショ

ン(立ったままの姿勢で、ひざを少し曲げる)でもよい。

２．プレイの判定のときにはセットポジションで構える。
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塁審の構え方

セットポジションの構え方：

１．ひざを軽く曲げる。腰を曲げない。

２．両手をひざまたは太ももの上に置く(ハンズ・オン・ニーズ)。

両足の内側に置かない。

３．頭を上げる。頭を落とさない。

４．ひじをまっすぐに。

５．肩の力を抜いて。リラックスして。

６．重心は前に置く。機敏に動けるように。
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37

私たちは基本的に
４人制審判で試合を進めます
「四人制審判の取り決め事項」

を学びましょう。



四人制審判の取り決め事項

１．ポジショニング

①無走者・走者３塁のとき……２塁塁審は、２塁ベース

の後方に位置する。

②走者１塁、２塁、１・２塁、１・３塁、２・３塁、満

塁のとき……２塁塁審は、１・２塁間または２・３塁

間の内側に位置する(内野手が前進守備の場合は外側

に位置する)。

③１塁塁審、３塁塁審はいずれの場合もファウルライン

の外側に立つ。
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四人制審判の取り決め事項

２．外野への打球の責任範囲

外野への打球を追う審判は、角度取りながら落下点に近づ
き必ず止まって判定する。

Ａ．二塁審が外側に位置した場合

①左翼手より向かって左の打球…３塁塁審

②左翼手正面の前後から右翼手正面の前後の打球…２塁塁審

③右翼手より向かって右の打球…１塁塁審
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四人制審判の取り決め事項

Ｂ．２塁審が内側に位置した場合

①中堅手より向かって左の打球…３塁塁審

②中堅手正面の前後より向かって右側の打球…１塁塁審

Ｃ．外野への打球を追った塁審は打球を判定した後その場に
留まり、担当していた塁は他の審判に任せる。カバーに行っ
た審判は、その塁の審判が戻るまで、その塁を離れてはいけ
ない（引き継ぎをきちんとする）。
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３．球審の動き

①無走者の場合は１塁また３塁をカバーする。

②走者１塁の場合は、３塁をカバーする。

③走者が２塁または３塁のスコアリングポジショにいるとき、

本塁に留まる。

四人制審判の取り決め事項
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４．塁審が打球を追うケース

①自分の責任範囲に飛球(ライナー)が打たれたら、必ずゴー

ア ウトして、止まって判定する。

②トラブルボーになると判断したきは、できるだけいい角度

を取りながらできるだけ近づいて止まって判断する。

③ライナー性の打球で、明らかにヒットなると判断したきは

行方を確認し、その後のプレーに備える。

四人制審判の取り決め事項
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※トラブルボール

イ．右翼線または左翼線寄りの飛球（ライナー）

ロ．外野手が前進して地面すれすれの飛球（ライナー）

ハ．外野手が背走するフェンス際の飛球（ライナー）

ニ．野手が集まる飛球（ライナー）

四人制審判の取り決め事項
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５．その他

①ボールに正対しながら、走者とベースも自分の前面に置
けるポジショニングをとる(リミングの動きなど)。

②触塁は首を振ってチラッと確認する。動きながらで構わ
ない

③ある塁をカバーに行く場合、打球見ながら他の審判員
（自分の背後にいる)が、自分の担当していた塁をカバーす
る準備ができか首を振ってチラッと確認する。

四人制審判の取り決め事項
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【例１】無走者のとき、２塁審が打球を追った場合

・３塁塁審は、球審が３塁をカバーする準備をしている

かを２塁に向う途中でチラッと確認する。

・球審は、１塁塁審が本塁をカバーする準備をしている

かを３塁に向う途中でチラッと確認する。

【例２】走者２塁のとき、３審塁審が打球を追った場合

・２塁審は、２塁走者の３塁触塁を確認した後、１塁塁

審が２塁をカバーする準備をしているかをチラッと確認

する。

四人制審判の取り決め事項
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第３部 終わり

１０分休憩後、演習問題、、、
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演習問題
４つのケースを考察してもらいます。

それぞれのケースで番号が付いている場所はどこの審判が何をす
るためのポジションでしょう。

チームで簡潔にまとめてみてください。

例：２塁審が２塁のプレーに備える
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演習問題ケース１：２死、１塁、３塁塁審が打球を追う

２死、１塁、中堅方向の飛球を３塁塁審が追う。安打になった打球を処理
した野手は、３塁（または本塁）へ送球して１塁走者にプレイをした後、
２塁（または３塁）へ送球して、打者走者に対するプレイを行う。
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演習問題ケース２：２死、２塁、３塁塁審が打球を追う

２死、２塁、中堅方向の飛球を３塁塁審が追う。安打になった打球を処理
した野手は、は本塁へ送球して２塁走者にプレイをした後、２塁へ送球し
て、打者走者に対するプレイを行う。
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演習問題ケース３：２死、１・２塁、３塁塁審が打球を追う

２死、１・３塁、中堅方向の飛球を３塁塁審が追う。安打になった打球を
処理した野手は、３塁（または本塁）へ送球して１塁走者にプレイをした
後、２塁（または３塁）へ送球して、打者走者に対するプレイを行う。
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演習問題ケース４：１死、満塁、３塁塁審が打球を追う

１死、満塁、内野手は通常の守備位置（前進していない）。左中間方向の飛
球を３塁塁審が追う。外野手はダイレクトで捕球、３塁走者はタッグアップ
して本塁へ。
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演習問題ケース１：２死、１塁、３塁塁審が打球を追う

２死、１塁、中堅方向の飛球を３塁塁審が追う。安打になった打球を処理
した野手は、３塁（または本塁）へ送球して１塁走者にプレイをした後、
２塁（または３塁）へ送球して、打者走者に対するプレイを行う。

①球審が本塁でのプレーを待ち構える。
②球審が１塁走者に対する３塁でのジャッジするために送球を待つ。
③球審が１塁走者の３塁触塁を確認し、外野手からの送球による打者走者
の３塁でのプレイに備える。
④球審が打者走者に対する３塁のプレー（送球が本塁から３塁に転送）を
ジャッジするために備える。
⑤１塁塁審が本塁に向かいながら、打者走者の１塁触塁を確認。
⑥１塁塁審が本塁でのプレイを待ち構える。
⑦２塁塁審が打者走者のプレイに備えて、打者走者の行動を確認。
⑧２塁塁審が２塁で判定する。
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演習問題ケース２：２死、２塁、３塁塁審が打球を追う

２死、２塁、中堅方向の飛球を３塁塁審が追う。安打になった打球を処理
した野手は、は本塁へ送球して２塁走者にプレイをした後、２塁へ送球し
て、打者走者に対するプレイを行う。

①球審が本塁でのプレーを待ち構える。
②１塁塁審が打者走者の触塁を確認。
③１塁塁審が２塁で判定する。
④２塁塁審が２塁走者の３塁触塁を確認する。
⑤２塁塁審がファウル地域に出てプレイの成り行きを見守る。
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演習問題ケース３：２死、１・２塁、３塁塁審が打球を追う

２死、１・３塁、中堅方向の飛球を３塁塁審が追う。安打になった打球を処
理した野手は、３塁（または本塁）へ送球して１塁走者にプレイをした後、
２塁（または３塁）へ送球して、打者走者に対するプレイを行う。

①球審が本塁でのプレーを待ち構える。
②１塁塁審が１塁走の触塁および打者走者の１塁触塁を確認。
③１塁塁審が２塁で判定する。
④２塁塁審が１塁走者の２塁触塁を確認。
⑤２塁塁審が１塁走者に対する３塁のプレーに備える。
⑥２塁塁審がファウル地域に出てプレイの成り行きを見守る。
⑦球審が打者走者に対する三塁のプレー（送球が本塁から３塁に転送）を
ジャッジするために備える。
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演習問題ケース４：１死、満塁、３塁塁審が打球を追う

１死、満塁、内野手は通常の守備位置（前進していない）。左中間方向の飛
球を３塁塁審が追う。外野手はダイレクトで捕球、３塁走者はタッグアップ
して本塁へ。

①球審が３塁走者のタッグアップを確認。
②球審が３塁走者に対する本塁のプレーを待ち構える。
③１塁塁審が１塁走者のリタッチを確認。
④１塁塁審が２塁で判定する。
⑤２塁塁審が２塁走者のタッグアップまたはリタッチを確認。
⑥２塁塁審が２塁走者に対する３塁のプレイを判定。
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最後に

大会の主役は選手たちです。
選手たちが普段の力を出し切り、一生懸命にプレーで
きるよう
真剣に真摯に審判活動に協力くださるようにお願いい
たします。

最後までご清聴ありがとうございました。
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