
シート

ノックあ

る場合

35 分前

（後攻) 後攻の　　　　　　  チーム名  　　　　　  は、シートノックにおはいりください

ノック時間は、5 分間です。

ノック時間、残り 1 分間です。

ノック時間終了です。

開始後 4 分経

過後

5 分経過時

（先攻） 先攻の　　　　　  チーム名  　　　　　　  は、シートノックにおはいりください

ノック時間は、5 分間です。

ノック時間、残り 1 分間です。

ノック時間終了です。

開始後 4 分経

過後

5 分経過時

シートノッ

クがない場

合

10 分前

スタメン

発表

（先攻チーム） 大変長らくお待たせしております。（大会名）　　　　　　　　　　　　　　　　　

ただいまより、本日の第　　　　試合、第　　　　回戦（準決勝・決勝）、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　対　　　　　　　　　　　　　　　　　

の試合開始に先立ちまして両チームのスターティングメンバー、並びに

審判員をお知らせいたします。

先攻の　　　　塁側、　  (  チーム名  )  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　　　　ポジション・フルネーム　　　　　　ポジション・姓のみ

1 番（               ）　　　　　　　　　　君、（　　　　　　　）　　　　　　　君、背番号　　　

2 番（             　）　　　　　　　　　　君、（　　　　　　　）　　　　　　　君、背番号　　　

3 番（　　　　　　　）　　　　　　　　　　君、（　　　　　　　）　　　　　　　君、背番号　　　

4 番（　　　　　　　）　　　　　　　　　　君、（　　　　　　　）　　　　　　　君、背番号　　　

5 番（　　　　　　　）　　　　　　　　　　君、（　　　　　　　）　　　　　　　君、背番号　　　

6 番（　　　　　　　）　　　　　　　　　　君、（　　　　　　　）　　　　　　　君、背番号　　　

7 番（　　　　　　　）　　　　　　　　　　君、（　　　　　　　）　　　　　　　君、背番号　　　

8 番（　　　　　　　）　　　　　　　　　　君、（　　　　　　　）　　　　　　　君、背番号　　　

9 番（　　　　　　　）　　　　　　　　　　君、（　　　　　　　）　　　　　　　君、背番号　　　

（後攻チーム）

時間に余裕がな

い場合は言わな

くて良い

代わりまして

後攻の　　　　塁側、(  チーム名  )  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
　　　ポジション・フルネーム　　　　　　　ポジション・姓のみ

1 番（　　　　　　　）　　　　　　　　　　君、（　　　　　　　）　　　　　　　君、背番号　　　

2 番（　　　　　　　）　　　　　　　　　　君、（　　　　　　　）　　　　　　　君、背番号　　　

3 番（　　　　　　　）　　　　　　　　　　君、（　　　　　　　）　　　　　　　君、背番号　　　

4 番（　　　　　　　）　　　　　　　　　　君、（　　　　　　　）　　　　　　　君、背番号　　　

5 番（　　　　　　　）　　　　　　　　　　君、（　　　　　　　）　　　　　　　君、背番号　　　

6 番（　　　　　　　）　　　　　　　　　　君、（　　　　　　　）　　　　　　　君、背番号　　　

7 番（　　　　　　　）　　　　　　　　　　君、（　　　　　　　）　　　　　　　君、背番号　　　

8 番（　　　　　　　）　　　　　　　　　　君、（　　　　　　　）　　　　　　　君、背番号　　　

9 番（　　　　　　　）　　　　　　　　　　君、（　　　　　　　）　　　　　　　君、背番号　　　

なお、第　　　試合の審判員は、球審　　　　　　　　、

累進は、1 塁　　　　　　　　、2 塁　　　　　　　　、3 塁　　　　　　　　

以上の 4 氏により、行われます。

試合開始まで、今しばらくお待ち下さい



試合開始
両チームがホームベースに向

かって整列に入るとき

または、挨拶した直後

お待たせいたしました。

　　　　　  チーム名  　　  先攻  　　　　  対　　　　　　  チーム名  　　　  後攻   

まもなく試合開始でございます。

シート紹介

ピッチャーが、

練習球を 1 球投げた直後

フルネーム

ポジション

苗字のみ

1 回の　表　・　裏

守備につきます　　武蔵多摩ボーイズ　

ピッチャー　　　　  フルネーム  　　　　　  君、キャッチャー　　　  フルネーム  　　　　　　  君、

ファースト　　　  フルネーム  　　　　　　　  君、セカンド　　　　　  フルネーム  　　　　　　  君、

サード　　  フルネーム  　　　　  君、ショート　　  フルネーム  　　　　  君、

レフト　　　  フルネーム  　　　  君、センター　　　  フルネーム  　　　  君、

ライト　　　  フルネーム  　　　  君

バッター紹介

捕手から内野へのボールバッ

ク直後

1 回の　表　・　裏　　　武蔵多摩ボーイズ　の攻撃は、

1 番　（ポジション）　　  フルネーム  　　  君（ポジション）　　  苗字のみ  　  君、背番号　　　　　
※打者一巡するまで、ポジションと名前を繰り返すアナウンス

※2 巡目以降は、姓のみアナウンス

1 番　（ポジション）　　　　  苗字のみ  　　　　　  君

公式記録員から

試合開始時刻を知らせ

てもらったら

試合開始時刻は

　　　時　　　　分　です

4 回裏終了後の

グランド整備時

ただいまより、グランド整備を行います。しばらくの間、お待ち下さい。

グランド整備後、

回に入る時

(先攻チーム)

お待たせいたしました。　5 回の表、　武蔵多摩ボーイズ　の攻撃は、

　  打順  　　　  番（　　 ポジション 　　　　）　　　　　  苗字のみ  　　　　　  君、

　  打順  　　　  番（　　 ポジション 　　　　）　　　　　  苗字のみ  　　　　　  君

　　　　　回裏終了時

審判への給水時
（始まる前に確認すること）

お知らせいたします。審判のかたに水分を補給していただきますので、

審判の皆様は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へお越し下さい

　　　　　　　　　　　始まる前に確認する

試合終了

勝った方のチーム

試合終了でございます。ご覧いただきましたように、

本日の　第　　　試合、　第　　　回戦（準決勝・決勝）

　　　　　　勝ち　　　　　　　対　　　　　　負け　　　　　　　の試合は

　　　　　　対　　　　　　で、　　　　　　　　　　　　　　　　が勝ちました。　　

引き分けがある場合 　　　　　　対　　　　　　の引き分けでございました

公式審判員から

終了時刻を告げられたら

この試合の試合終了時刻は、

　　　　時　　　　　分です

次の試合の案内

（審判員からいわれた場

合）

ご案内いたします。

続きます第　　　　　試合、　　　　　　　　　　　　　　　　　対 

は、

　　　　　時　　　　　分、　　　　　　時　　　　　分、

開始予定です。

試合開始まで、今しばらくお待ち下さい。



選手交代

代打 バッターが打

席に入るとき

武蔵多摩ボーイズ、代打のお知らせをいたします。

　　　　番　　　　　　　君に代わりまして、　　　　　　　　　　　　　　　　　　君

バッターは、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　君、背番号　　　　　　　　　　　

チェン

ジのと

き

そのま

ま入る

場合

武蔵多摩ボーイズ、選手の交代とシートの変更をお知らせ致します。

先ほど、代打致しました　　　　　　　　　　君がそのまま（　　　　　　　　　　）に入りま

す。

　　　　　番、（　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　君

交代が

ある場

合

武蔵多摩ボーイズ、選手の交代とシートの変更をお知らせ致します。

先ほど、代打致しました　　　　　　　　君に代わりまして、　　　　　　　　　　　　　　君

が

（　　　　　　　　　　　）に入ります

　　　　番、（　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　君

守備位置変更

チェンジのタイミン

グで

武蔵多摩ボーイズ、選手の交代とシートの変更をお知らせ致します。

（OUT の選手から）

（ポジション）の　  苗字　  君に代わりまして、

　　　　　　　  フルネーム  　　　　  君が（ポジション）に入ります。

（　　　ポジション　　　）の　　  苗字  　　　  君が[　　ポジション　　]

[　　ポジション　　]の　　  苗字  　　  君が「　ポジション　　」にまわります

　　  打順  　　  番（　 ポジション 　）　　　  フルネーム  　　　　  君　　背番号　　　

　　  打順  　　  番〔　 ポジション 　〕　　　  苗字  　　　　　　　　　  君

　　  打順  　　  番「　 ポジション 　」　　　  苗字  　　　　　　　　　  君　　　　　　

　

　　　　


