
流山市少年野球連盟アナウンスマニュアル 

 １． はじめに  

このアナウンスマニュアルは、選手の応援にいらっしゃるお母さん方の協力も得て、少年野球を盛り上げていこうとまとめ

たものです。  

  経験の有無に拘わらず、一度読んで頂ければ大筋理解できると思いますし、自分のチームの選手を想定して練習してみ

れば一層理解が深まると考えます。プロっぽくなくとも、一生懸命務める姿が選手に伝われば最高です。子供たちがグラウ

ンドで元気一杯プレイできるよう、ネット裏から放送を通してのサポートをお願いします。  

 

  ２． アナウンスの準備  

  流山市の少年野球では特別な場合を除き、試合時間はＡブロックが１時間３０分Ｂブロックが１時間１５分で行

います。 放送設備のある球場での試合の場合は、お母さんによるアナウンスをお願いしています。 選手は当該試合の１

時間前に会場へ到着し、前の試合の進行状況に合わせて準備を行ないますので、アナウンスのお母さんもこれらに並行し

て準備を行います。  

 ① 放送室への入室は各チームから原則２名までとします。  

 ② 第一試合の場合は、球場到着後、本部の指示に従い放送席で待機してください。  

   二試合目以降の場合は待機し入室案内がありますので、それに従い放送室に入って準備をします。  

    Ａブロック試合が１時間経過、または４回が終了した時点で次の試合のキャプテンがトスを行い先攻後攻を決めま

す。Ｂブロックの場合は４５分経過または３回終了した場合。  

 ③ 放送用にメンバー表が渡されます。  

       メンバー表をアナウンスシートに貼付し、必要事項を記入します  

        (a) 先攻チームの場合  

            大会名・チーム名・打順・守備位置・選手名・背番号等  

        (b) 後攻チームの場合  

             チーム名・打順・守備位置・背番号・担当審判員の名前  

 ④ 記入が完了したら名前の読み違いが無いようにチェックします。  

        (a) 同じチームに同姓がいた場合は下の名前まで読む。  

        (b) 相手チームに同姓がいた場合はスターティングの紹介時と最初の打席の呼出し時に名前まで放送、後の

打席は苗字だけとする。  

  

  ３． 放送の心構え  

  ① 中立的立場が要求されます。チャンスであってもピンチが訪れても、沈着冷静を装ってアナウンスに務めてください  

  ② 双方で気まずい思いをすることの無いよう、心配りをお願いします。  

  ③ 私語は慎み、両チームの子供たちのプレイを応援しましょう。 

 

 

 



放 送 要 項 

 

項  目 放 送 文 言 

先攻・後攻決め ◆本日の第  試合、(一塁側)          と、(三塁側)         の

監督・キャプテンはメンバー表を持って、ネット裏本部席までお越しください｡ 

シートノック ◆(後攻)         、シートノックの準備をして下さい｡ 

         、シートノックを開始して下さい。時間は５分です。 

 

 

◆シートノック、残り１分です。 

◆シートノック時間です。★終了している場合は言わなくてよい。 

◆(先攻)         、シートノックを開始して下さい。時間は５分です。 

 

 

★先攻シートノック中にメンバー表のアナウスをする。 

◆シートノック、残り１分です。★メンバー紹介中でも時間がきたら放送をする。 

◆シートノック時間です。★終了している場合は言わなくてよい。 

◆グランド整備を行いますので、選手及び指導者はベンチ前に整列し暫くお待ちください 

メンバー発表 

 

①－ピッチャー 

②－キャッチャー 

③－ファースト 

④－セカンド 

⑤－サード 

⑥－ショート 

⑦－レフト 

⑧－センター 

⑨－ライト 

 

発表後は、 

チェック表と

して使用して

ください｡ 

 

 

 

◆お待たせ致しました、ただ今より、本日の第  試合、 

 (先攻)          対 (後攻)         のスターティング

メンバー、並びに、審判をご紹介いたします｡※女子選手はさんでアナウンスする 

先攻チーム名             

 打席チェック ポジション      氏  名    背番号   控え選手     背番号 

１番     

２番     

３番     

４番     

５番     

６番     

７番     

８番     

９番     

手元の時計で時間を計る。開始時間   ：   ～   まで 

手元の時計で時間を計る。開始時間   ：   ～   まで 



 

 

 

①－ピッチャー 

②－キャッチャー 

③－ファースト 

④－セカンド 

⑤－サード 

⑥－ショート 

⑦－レフト 

⑧－センター 

⑨－ライト 

 

後攻チーム名             ※女子選手はさんでアナウンスする 

 打席チェック ポジション      氏  名    背番号    控選手     背番号 

１番     

２番     

３番     

４番     

５番     

６番     

７番     

８番     

９番     

 ◆この試合の審判は、球審           、一塁            、 

二塁          、 三塁          、以上の ４ 氏でございます。 

本日の放送担当は チーム名、        ・氏名          

        チーム名、        ・氏名         が担当します。 

 

試合開始 ◆選手 集合！元気良くハッキリと！★どちらが集合をかけるか、事前に相談しておくこと。 

守備の紹介 

 

 

 

 

 

女子選手はさん 

でアナウンス 

 

 

 

 

 

 

 

整列・挨拶を終了して投球練習を開始したら直ぐに 

◆一回の表、守備につきます         守備位置の紹介をいたします 

一回の表の攻撃が終了して、一回の裏の投球練習を開始したら直ぐに 

◆一回の裏、守備につきます         守備位置の紹介をいたします 

 一回表、守備につきます。 

チーム名           

一回裏、守備につきます 

チーム名           

ピッチャー 君（さん）  君（さん） 

キャッチャー 君（さん） 君（さん）  

ファースト 君（さん） 君（さん）  

セカンド 君（さん）  君（さん） 

サード 君（さん）  君（さん） 

ショート 君（さん）  君（さん） 

レフト 君（さん） 君（さん） 

センター 君（さん）  君（さん） 

ライト 君（さん） 君（さん） 



開始時間 

 

一回の表・裏の攻撃が終了し、攻守交替の時に 

◆この試合の開始時間は、手元の時計で   時   分です。 

イニング開始 

 

チェック表を

見て、 

 

 

 

 

 

 

 

イニング終了 

投球練習が終了し、バッターがボックスに入り、球審がプレイを宣告する前に 

◆〔  〕回の〔表・裏〕チーム名          の攻撃は、 

 打順      ポジション   氏名                 

［ ］番、［  ］、［     ］君（さん）、背番号［  ］。 

 打順      ポジション   氏名                 

［ ］番、［  ］、［     ］君（さん）二回目以降は背番号を言わない 

打順が一回りするまでは２度繰り返ス。打順が一回りしたら、次からは一度だけ 

 

 

 

◆〔  〕回の〔表・裏〕、チーム名     の得点は、〔  〕 点。 

数字のみアナウンス、最後に「点」はつけない 

選手交代 

攻撃側 

初めて紹介す

る場合のみ、

背番号までア

ナウンスして

ください 

代打・代走の場合 

チーム名          、選手の交代をお知らせします｡ 

 打順       氏名                 

代打の場合［  ］番、［       ］君（さん）に代わりまして、 

代打［       ］君（さん）、背番号［  ］。 

 

代走の場合［  ］塁走者、［     ］君（さん）に代わりまして、 

代走［       ］君（さん）、背番号［  ］。 

 

攻撃が終了して審判から報告があったら 

★先ほど、代打（代走)に出ました［       ］君（さん）、 

そのまま［ポジション     ］を守ります。 

 打順      ポジション   氏名                 

［  ］番、［   ］、［       ］君（さん）。 

代打・代走に出た選手が、他の選手と交代する場合 

★代打（代走)［       ］君（さん）に代わりまして、 

［       ］君（さん）が［ポジション     ］に入ります。 

打順      ポジション   氏名                 

［  ］番、［   ］、［      ］君（さん）、背番号［  ］。 

控えの選手が初めて試合に出るときは背番号まで紹介 

打者の紹介は、毎回第一打者は投球練習が終了・キャッチャーがセカンドに送球した後。 

第二打者以降は、バッターがネクストボックスからバッターボックスへ移動する時。 



守備側 

 
守備位置を変更する場合 

チーム名          、守備位置の変更をお知らせします｡ 

 ポジション       氏名           ポジション      

［    ］、［       ］君（さん）が、［   ］に入り、 

 ポジション       氏名           ポジション      

［    ］、［       ］君（さん）が、［   ］に入ります｡ 

打順      ポジション   氏名                 

［  ］番、［   ］、［       ］君（さん）。 

打順      ポジション   氏名                 

［  ］番、［   ］、［       ］君（さん）。 

＊ ベンチのスコアラーに分かりやすいように、打順を放送して下さい。 

選手が交代する場合 

チーム名          、選手の交代をお知らせします｡ 

 ポジション       氏名                 

［      ］、［       ］君（さん）に代わりまして、 

氏名             ポジション   

［       ］君（さん）が、［      ］に入ります｡ 

 打順     ポジション   氏名       

［  ］番、［  ］、［      ］君（さん）、背番号［  ］。 

控えの選手が初めて試合に出るときは背番号まで紹介 

試合終了 試合が終了し、お互いのエールの交換が終わったら、 

本日の第  試合、 

 (先攻)          対 (後攻)         の試合は、 

ごらんのとおり、チーム名          の勝となりました。 

両チームの監督・コーチはべンチの移動と、グランド整備にご協力ください｡ 

 

 

その他 

次の試合の 

チームへ 

◆本日の第 試合、(一塁側)          と、(三塁側)         の

監督・キャプテンはメンバー表を持って、ネット裏本部席までお越しください｡ 

 

審判員の給水 試合の始まる前に、何回終了時など、給水方法を事前に打ち合せておくこと 

[  ]回終了したら、各審判員は、[   ]塁側にお集まりください｡ 

[  ]回終了したら、各審判員は、[   ]塁側にお集まりください｡ 

 



【アナウンス担当記入用紙】 

 

◆先攻・後攻［チーム名             ］・試合開始時間  時  分 

  背番号    ※女子選手はさんでアナウンス 

           

◆この試合の審判は、 

球審         一塁         、 

二塁         三塁         、 

以上の ４ 氏でございます。 

 

◆本日の放送担当は チーム名        ・氏名          

チーム名        ・氏名         

が担当します。 

  打席チェック ポジション     氏   名  背番号               

控選手氏名    背番号 

 

（上段レギラー・下段交代した選手） 転記する時は、読みやすい ひらがな・カタカナ でもいいです！ 

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  

１番    

    

３番    

４番    

５番    

６番    

７番    

８番    

９番    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


