大会放送マニュアル

平成28年４月
改訂版

栃木県高等学校野球連盟
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『ご来場の皆さま、おはようございます。ただ今から、入場券の発売をいたします。』

留

意

点

入場券発売開始

『本日の第１試合、○○高校（１塁側チーム）と○○高校（３塁側チーム）の責任教師とキャプテ
第1試合呼び出し
ンは、大会本部においでください。』
（試合開始予定50分前）
※連合チームは、「連合チーム（
）」とする。（以下同様）
（ここから下は第２・３試合でも同様です。）

試合放送

（役員の合図があったら）
『○○高校ノックの準備をしてください。』（ノックの準備ができていない場合）
『○○高校ノックを始めてください。』

シートノック

（ノック開始後すぐ）
○○高校（後攻チーム）のベンチ入りメンバーを紹介します。
１番 ○○君（フルネーム）○年 ○○中
２番 ○○君（フルネーム）○年 ○○中
…………………………………
20番 ○○君（フルネーム）○年 ○○中
記録員は ○○君（さん）です。
以上が、○○高校（後攻チーム）のベンチ入りメンバーです。

※放送後計測開始
SBOランプを1分毎に点灯

メンバー紹介
ベンチ入り選手全員

『お客様にお願いいたします。試合中、スタンドに入るファールボールは大変危険です。打球の行 ﾌｧｰﾙﾎﾞｰﾙ注意
慌てず、伝わりやすい放送
方には、十分ご注意ください。特に、お子様連れの方は、ご注意願います。』

ノック終了予告

『ノック終了２分前です。』（『ノックあと2分です』）
（時間で終わらない場合）ノック終了です。
（後攻チームのノックが終了、1分間のキャッチボール、役員の指示で）
『◎◎高校、ノックの準備をしてください』※準備ができていない場合
『◎◎高校（先攻チーム）、ノック（ノック）を始めてください。時間は７分間です。』
（ノック開始後すぐ）
『◎◎高校（先攻チーム）のベンチ入りメンバーを紹介します。』
（以下後攻チームと同様）
『以上が、◎◎高校（先攻チーム）のベンチ入りメンバーです。』
『お客様にお願いいたします。お客様ご自身が救急車に連絡されると、救急隊がスムーズに対応で
きないおそれがあります。救急車を呼ぶ場合は大会本部から連絡いたしますので、必ず大会本部に
申し出てください。』

シートノック
※放送後計測開始
SBOランプを1分毎に点灯

メンバー紹介
ベンチ入り選手全員

救急車要請の注意

ノック終了予告

『ノック終了2分前です』（『ノックあと２分です』）
『ノック終了です。』（時間で終わらない場合）
（グランド整備開始）
『本日の第１試合、◎◎高校（1塁側チーム）対○○高校（3塁側チーム）の、スターティングメ
ンバーを発表します。』
『先攻◎◎高校』 （すぐに校歌１番を流す）
（校歌終了後すぐ）
『１番、（守備位置）、○○君（姓のみ）背番号○
２番、（守備位置）、○○君、背番号○
…………………………………
８番、（守備位置）、○○君、背番号○
９番、（守備位置）、○○君、背番号○
以上が先攻◎◎高校のスターティングメンバーです。』
『続きまして、後攻（あとぜめ）○○高校』 （すぐに校歌１番を流す）
（校歌終了後すぐ）
『１番、（守備位置）、○○君（姓のみ）、背番号○
…………………………………
９番、（守備位置）、○○君、背番号○
以上が後攻（あとぜめ）○○高校のスターティングメンバーです。』

整備中の放送
メンバー発表
先攻チーム

校歌
※同姓がいる場合はフル
ネームで

※後攻＝あとぜめ

審判員紹介
（続けて）
『次ぎに、この試合の審判員を紹介します。
球審○○、塁審は、１塁○○、２塁○○、３塁○○

※同姓の場合はフルネーム
で
以上４氏の審判員です。』

『この試合の公式記録員は栃木県高野連○○理事、場内アナウンスは、○○高校の（フルネーム）
が担当いたします。（試合開始まで間がある場合）試合開始まで、いましばらくお待ちくださ
い。』
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公式記録員
放送者紹介
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両チームあいさつ

留 意 点
第１試合開始準備

（あいさつ後に）
ここまでは校名は正式名称
お待たせいたしました。第１試合○○高校（1塁側）対○○高校（3塁側）の試合、まもなく開始で
でアナウンスする。
す。
（投手が投球練習を始めたら）
○○高校の
ピッチャーは○○君 、（２秒）キャッチャー○○君、（２秒）ファースト○○君（２秒）、
セカンド○○君（２秒）、サード○○君（２秒）、ショート○○君（２秒）、
レフト○○君（２秒）、センター○○君（２秒）、ライト○○君、以上のメンバーです。

守備の紹介

（投球練習の最後に捕手がセカンドに送球したらすぐ）
１回の表、○○高校の攻撃は、１番（守備位置）○○君

１回の表

（球審の右手があがったら開始サイレン）

プレイボール

一定のリズムで行う。
選手紹介は２秒ほど間隔を
空ける。（テレビカメラを
意識）
打席に入る前に紹介

（投手が投球練習を始めたら）
◎◎高校の
ピッチャーは○○君 、（２秒）キャッチャー○○君、（２秒）ファースト○○君（２秒）、
セカンド○○君（２秒）、サード○○君（２秒）、ショート○○君（２秒）、
レフト○○君（２秒）、センター○○君（２秒）、ライト○○君、以上のメンバーです。

１回の裏
先攻チーム守備
選手紹介は２秒の間隔

（投球練習の最後に捕手がセカンドに送球したらすぐ）
１回の裏、○○高校の攻撃は、１番（守備位置）○○君

打者紹介は打席に入る前に
終える。

（１回ウラ終了後に）
『スタンドの皆様にお願いいたします。スタンドは禁煙となっていますので、おタバコは所定の喫
煙所でお願いいたます。』

１回裏終了
スタンド禁煙

グランド整備が始まったら整備時間の計測開始（３分間）

５回裏終了

『スタンドの皆様にお願いいたします。スタンドは禁煙となっていますので、おタバコは所定の喫
煙所でお願いいします。』

スタンド禁煙

お客様にお知らせいたします。
○○球場、○○高校対○○高校の試合は
（１）○回（表・裏）を終了して○対○で（○○高校がリードしています・同点です）
（２）○対○で○○高校が勝ちました。（以下、同様に他球場すべての試合を放送する）

他球場の途中経過

残り時間は大会歌等を流す（約1分～1分30秒）『グランド整備終了です』※必要に応じて

整備終了

事前に他球場の試合経過を
本部席で確認しておく。
※0-0は両チーム無得点

（６回が終わったらすぐ）
本日の第２試合○○高校（１塁側チーム）と○○高校（３塁側チーム）の責任教師とキャプテンは 6回裏終了
第2試合メンバー交換
大会本部においで下さい。

※勝利チーム校歌の準備
（整列完了後）
ご覧の通り、（○回コールド、延長△回） □対△で、○○高校が勝ちました。ただ今から、○○ 試合終了
高校の栄誉をたたえ、同校の校歌を演奏して、校旗の掲揚を行います。（すぐに校歌１番を流す）
（原則は４０分後、進行の役員に確認して）
本日の第２（３）試合は○時○分開始予定です。

第2試合開始予定

スタンドの皆様にお願いいたします。当球場ではゴミの持ち帰り運動を行っております。ゴミのお
持ち帰りにご協力くださいますようお願いします。

ごみの持ち帰り

お客様にお知らせいたします。（以下同様）

他球場の途中経過

（全試合終了）（整列完了後）
ご覧の通り、（○回コールド、延長△回）□対△で、○○高校が勝ちました。ただ今から、○○高
校の栄誉をたたえ、同校の校歌を演奏して、校旗の掲揚を行います。（すぐ校歌１番を流す）

最終試合終了

本日の試合はこれで終了いたしました。当球場にお越しいただき、誠にありがとうございました。
お手元のゴミはお持ち帰りくださるようお願いいたします。

ごみの持ち帰り

役員及び大会補助員はスタンドの清掃を行ってください。

補助員清掃

両校の応援団並びに控え選手は、応援団席からバックネット裏中央までのスタンド・通路の清掃に
ご協力ください。

応援団清掃依頼

ｽﾀﾝﾄﾞへ挨拶に向かったら
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打者の放送を忘れたり、遅
れた場合

ただ今のバッターは○○君。
（１）ファールボールの行方には十分ご注意下さい。
（２）ファールボールにご注意ください。
（３）ボールの行方にご注意ください。

ﾌｧｰﾙﾎﾞｰﾙ注意

ただ今から点灯します。外野審判は、レフト○○（復唱）、ライト○○（復唱）。

点灯

ボールがスタンドに入る度
に放送（状況で使い分け）

試合中の選手交代・変更放送あれこれ
『６番、○○君に代わりまして、◎◎君、バッターは◎◎君』
（放送後の代打の場合）『バッターは、○○君に代わりまして、◎◎君、バッターは◎◎君。』

代打

『ファーストランナー、○○君に代わりまして、◎◎君。ファーストランナーは◎◎君』
（打者の放送をしていない場合は続けて）『バッターは、○番 守備位置 △△君。』

代走

『○○高校、ピッチャー○○君に代わり、◎◎君。

守備の交代

打順・ピッチャー・◎◎君』

『○○高校
代打（走）の◎◎君が、そのままｻｰﾄﾞにはいります。 ６番、ｻｰﾄﾞ、◎◎君』
代打（走）いたしました◎◎君が、そのままｻｰﾄﾞに入ります。 ６番、ｻｰﾄﾞ、◎◎君』

代打、代走がそのまま守備
につく場合

『○○高校
代打、代走に代わって別の
代打（走）の◎◎君に代わりまして、△△君がｻｰﾄﾞに入ります。 ９番、ｻｰﾄﾞ、△△君』
選手が守備につく場合
代打（走）いたしました◎◎君に代わりまして△△君がｻｰﾄﾞに入ります。９番、ｻｰﾄﾞ、△△君』
ファーストランナー（走者）○○君に代わりまして、臨時代走、
○○君の臨時代走

◎◎君。

ファーストランナーは臨時代走

『臨時代走のサードランナー◎◎君に代わりまして

臨時代走①

◎◎君。

臨時代走②

◎◎君

△△君。サードランナーは臨時代走△△君』

○○高校or選手の交代をお知らせします。
（レフト）の○○君が（ピッチャー）に、
（ピッチャー）の◎◎君が（ライト）に、
（ライト）の△△君が（レフト）に入ります。
４番（ライト）◎◎君 ７番（ピッチャー）○○君 ８番（レフト）△△君以上に代わります。

臨時代走に打順が回りそ
うな場合

複数の守備変更
※ﾛｰﾃｰｼｮﾝ方式で行う。
打順は早い順から

○○高校 選手の交代をお知らせします。
（ショート）の○○君が（サード）に、
交代と守備変更①
（サード）の◎◎君が（ピッチャー）に、
※ﾛｰﾃｰｼｮﾝ方式で行う。
（ピッチャー）の△△君に代わり、（ショート）に□□君が入ります。
打順は早い順から
３番（ピッチャー）◎◎君、５番（サード）○○君、９番（ショート）□□君以上に代わります。
○○高校 選手の交代をお知らせします。
（ピッチャー）・△△君に代わりまして、（ショート）に□□君。
（ショート）・○○君が（サード）、
（サード）・◎◎君が（ピッチャー）
３番（ﾋﾟｯﾁｬｰ）◎◎君、５番（ｻｰﾄﾞ）○○君、９番（ｼｮｰﾄ）□□君。以上に代わります。

交代と守備変更②

守備交代の放送が遅れて試合が進んでしまった場合、バッターを優先して放送する。
イニング終了後『先ほどの○○高校 選手の交代をお知らせいたします
～以上に代わりました』

守備変更の放送が遅れ
た場合

お客様にお知らせいたします。試合開始前における先発出場予定選手負傷のため、
高校野球特別規則が適用され、この試合の先発メンバーが変更となりました。
負傷いたしました○○高校・○番・ポジション・○○君に代わりまして、◎◎君
○○高校、○番・ポジション・◎◎君 以上に変更します。

試合前の選手負傷によ
る選手変更の特例

メモ

7.ﾚﾌﾄ

8.ｾﾝﾀｰ
6.ｼｮｰﾄ

9.ﾗｲﾄ

4.ｾｶﾝﾄﾞ

5.ｻｰﾄﾞ 1.ﾋﾟｯﾁｬｰ 3.ﾌｧｰｽﾄ

2.ｷｬｯﾁｬｰ
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交代する選手から放送す
る場合
※ﾛｰﾃｰｼｮﾝ方式で行う。
打順は早い順から
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試合の中断・中止

役員の指示で行う。

お客様にお願いいたします。ただ今、○○高校（守備位置）◎◎君（選手）の手当を行っておりま
す。（行います）しばらくお待ちくだい。

怪我の手当

お客様にお願いいたします。ご覧のようなコンディション（天候状態）ですので、試合を一時中断
いたします。ご了承ください。

雨天中断

お客様にお願いいたします。ご覧のような状態（天候状態）ですので、ただいまのところ、試合を
一時中断しております。ご了承ください。

雨天中断

お客様にお願いいたします。雷が近づいておりますので試合を一時中断いたします。観客の皆様
も、スタンドにとどまることは大変危険ですので、安全な場所に避難してください。

雷・雷雨中断

（お待たせいたしました）ただ今から試合を再開します。

試合再開

お客様にお知らせいたします。この試合が中止になった場合、お手ちの入場券は再試合の日に使え 雨天中止が予想されると
ますので、半券はお捨てにならないようにお願いします。
き
お客様にお知らせいたします。本日の試合は、ご覧のようなｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝのため中止いたします。な
お、
（１）（第１試合中止の場合）
『お手持ちの入場券は再試合で使えますので、再試合にお持ち下さるようお願いいたします。』
（２）（第２試合以降中止の場合）
『本日の第１試合が成立していますので、お手持ちの入場券は 本日限りとなります。再試合では
使えませんのでご了承ください。』

雨天中止

その他
お客様にお願いいたします。お客様が救急車に連絡されると、救急隊がスムーズに対応できないお
それがあります。救急車を呼ぶ場合は大会本部から連絡いたしますので、必ず大会本部に申し出て
ください。
お客様にお願いいたします。試合中、スタンドに入るファールボールは大変危険です。打球の行方
には、十分ご注意ください。特に、お子様連れの方は、ご注意願います。

救急車要請の注意
ﾌｧｰﾙﾎﾞｰﾙ注意

スタンドの皆様並びに両校の応援団の皆様にお知らせいたします。ご覧のような天候ですので、水
分をこまめにとるなど健康管理に十分ご注意下さい。万一、具合の悪い場合は早めに大会本部にご
連絡下さい。

熱中症の注意

お客様にお願いいたします。万が一、避難が必要な事態になった場合、放送にて避難をお願いする
ことがあります。避難する際はあわてず、役員の誘導に従ってください。なお、球場内の避難経路
の確認をしていただきますよう、お願いいたします。

地震の際の注意
避難経路

スタンドの皆様にお願いいたします。スタンドは禁煙となっていますので、おタバコは所定の喫煙
所でおねがいします。

スタンド禁煙

お客様にお知らせいたします。ただ今、スコアボードの調整中です。

ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ調整

お車の移動をお願いいたします。
（１）（場所）に駐車されている（ﾅﾝﾊﾞｰ）のお車は他の通行の妨げとなっておりますので至急ご
移動願います。
（２）（場所）は駐車禁止となっております。駐車されているお車は至急ご移動願います。
（３）（場所）に駐車されている（ﾅﾝﾊﾞｰ）のお車は、ハザードランプがついたままですので、至
急お車にお戻りください。

違法駐車
車の移動

落とし物（迷子）のお知らせをいたします。
（１）（場所）に（品物）が落ちていました。お心当たりの方は大会本部までおいで下さい。
（２）（年令）才ぐらいの（男女）の子が迷子になっております。お心当たりの方は大会本部まで
おいでください。

落とし物
迷子

『お客様にお知らせいたします。ただいまの○○高校と◎◎高校の試合は大会規程により、引き分
延長１５回引き分け再試合
け再試合となりました。』
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タイブレーク時の放送【同点で12回裏終了】
『お客様にお知らせいたします。この試合は12回を終了して同点のため、大会特別規定によ
り、タイブレークを行います。』『タイブレークはノーアウト１・２塁で、13回はチームが選
択した打順からの攻撃となり、14回以降は継続打順での攻撃となります。』
『両校のキャプテンはタイブレーク打順選択申告用紙を持ってホームプレートに集合してくだ
さい』
（審判員、役員が申告用紙を確認し、役員から申告用紙を預かる）
『（先攻チーム）○○高校は○番から、（後攻チーム）◎◎高校は◎番からの攻撃となりま
す。』
（ランナー・バッターの確認）
①『セカンドランナー○○君、ファーストランナー△△君、バッターは◇◇君』
【代打・代走がある場合】
②『セカンドランナー○○君に代わり、●●君、ファーストランナーは△△君、バッターは◇
◇君に代わり、◆◆君』
（ランナー、バッターの確認、投球練習が終わったら）
『13回の表、○○高校の攻撃は、○番・ポジション・◇◇君』
後攻チームも同様に行う。
14回以降
『14回の表、○○高校の攻撃は、セカンドランナー○○君、ファーストランナー△△君、バッ
ターは○番･（守備）･◇◇君』
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タイブレーク

