
   審判員向け研修問題①（解答編） 

 

①試合前の用具点検の際、ノブ側末端（グリップエンド）に、選手の名前を記したシール

が貼ってあったバットを発見。当該シールを剥がさせ使用を認めた。 （×） 1－1 

 

②長打を放った打者走者が、二塁を空過し三塁に達した。球は投手に戻された。二塁手が

タイムを要求し、空過アピールを言葉で行ったが、審判員これを認めアウトを宣告した。 

                                （〇） 1－8 

③投球が開始された後に、打者は片足を完全に打者席外に踏み出して空振りをした。 

 球審は不正打球としてバッターアウトを宣告した。        （×） 1－16 

 

④レフトとセンターが外野フライを追っていた。打球は、地面に触れる前にレフトの頭に

当たって空中に跳ね返り、センターが捕球した。打者はアウトである。（〇） 1－30 

 

⑤打者はバックネット付近にフライを打ち上げた。捕手はフェンスをよじ登り、地上から 

1ｍほど登った付近で飛球を捕球したが、ファウルボールである。 （×） 1－38 

 

⑥守備側の監督は、タイムを要求し、マウンド付近で投手と打ち合わせを行った。戻る途 

 中ファウルラインを超えたところで引き返し、次は三塁手と打ち合わせを行った。 

 これに対し、球審は「打ち合わせ 2回」を通告した。       （〇） 1－41 

 

⑦打者が長打を放ち、三塁塁上でクロスプレイとなった。タイミング的にはアウトのタイ

ミングであったが審判員の判定は「セーフ」であった。この判定に対し、三塁手から「明

らかにアウトではないか」との抗議があり、担当審判員を集めて協議を行った。 

                                （×） 1－45 

 

⑧投手は投手板上で両手を合わせ、3秒間の完全停止をした。それから、軸足を前方へずら

し、軸足が投手板から離れた。投手板から離れた地点で軸足を止め、自由足を投手板か

ら離して前方に踏み出しながら、球をグラブから離し、投球を開始した。自由足の着地

と同時に球が手からリリースされた。これは合法的な投球である。   （×） 1－47 

 

⑨捕手はマスクを外し、ファウル地域に上がったフライを捕球しようとした。打球は何物

にも触れずファウル地域に落ち、その後、フェア地域に転がり込み、フェア地域にある

マスクに触れ、反転してファウル地域で止まった。フェアボールである。 （×）1－56 

 

 



⑩打者の打った打球が小フライとなり一塁と二塁を結ぶ線を越えて落下したが、球が反転

して転がって一塁と本塁の間からファウル地域に出て止まった。これはファウルボール

である。                           （×） 1－61 

 

⑪走者一塁。打者は送りバントを試み、一塁に達する前に意図的にヘルメットを脱いだ。 

 打球を処理した捕手は、二塁に送球した。フォースアウトである。 （〇） 1－68 

 

⑫一塁に向かっていた打者走者が、フェア地域から反転してきた打球に、フェア地域上方

空間で触れた。フェアボールが打者走者の身体に触れたので、ボールデッドで、打者走

者はアウトになる。                        （〇） 1－72 

 

⑬打者はグリップバントを試みた。球がバットと同時にバットを握った手の一部にも当た

った。死球として打者に一塁への安全進塁権を与えた。      （×） 1－75 

 

⑭打者席内にいた打者が、投球に当たるのを避けようとして本塁を踏んでしまった。その

時、投球が打者のバットに偶然当たった。ボールデッド、打者アウト。 （〇） 1－86 

 

⑮一死一・二塁。打者は内野フライを打ち上げ、インフィールドフライが宣告された。し

かし、これを内野手が落球。走者は次塁に進塁したが、すぐに球を拾った内野手は、走

者が次塁に達する前に、走者にタッチすることなく、三塁、二塁と送球しフォースアウ

トを成立させた。                        （×） 1－89 

 

⑯無死一・二塁。打者は送りバントをしたが、打球は投手への平凡なフライとなった。 

 球審はインフィールドフライを宣告した。            （×） 1－91 

 

⑰1－1 の同点のまま 7 回裏。二死走者二・三塁。次打者を「故意四球」で歩かすよう、主

将であり三塁手に監督から指示があった。三塁手はその旨を球審に伝え、球審はボール

デッドとし「故意四球」を認め、二死満塁で再開した。       （×） 1－100 

 

⑱1－1 の同点のまま 7 回裏。一死走者三塁。守備側監督は満塁策を選択。2 人の打者を連

続して「故意四球」で歩かせると球審に通告した。1 人目は次打者席から直接二塁へ、2

人目はベンチから直接一塁へ進塁した。             （×） 1－103 

 

 

 

 



⑲走者一塁。打者はセカンドゴロを打った。この打球を二塁手がファンブルし、拾い直そ

うと手を出したとき、走路上を走ってきた一塁走者と接触・転倒した。これは、走塁妨

害である。                            （×） 1－105 

 

⑳走者一塁。打者はセカンドゴロを打った。二塁手はこの打球をはじき、外野を転々とし

た。その後に一塁走者が走路内にいた二塁手と衝突した。走塁妨害である。（〇）1－113 

 

㉑次打者は、次打者席にバットリングのついたバットを持ち込んでいたが、打者席ではな

いので、それを認めた。                     （×） 1－119 

 

㉒投球動作は、両手を合わせて完全停止後、球をグラブから離したときに始まる。 

                                （〇） 1－125 

 

㉓セカンドを守備していた選手Ａが 3回裏に退いた。4回表に代打で再出場し、安打を放ち、

出塁したところで代走と交代した。6回表、選手Ｂが走塁中に出血した。 1－133 

 （1）選手Ａは代替プレイヤーとして出場できない。        （×）  

 （2）選手Ｂの前の打順である選手Ｃは代替プレイヤーになれる。  （×） 

 

㉔投球距離は                               2－5 

 （1）一般男子は 14.09ｍである。                 （×） 

 （2）中学女子・高校女子は 12.19ｍである。            （×） 

 （3）小学生は男女とも 10．67ｍである。              （〇） 

 

㉕試合の途中で投球距離の誤りが発見された。発見時点で直ちに訂正して試合を続けた。 

                                 （×） 2－7 

 

㉖打者が三塁手へのゴロを打った。三塁手は一塁へ送球した。打者走者は送球より早く一

塁に達し、白色ベースを走り抜けた。打者走者が白色ベースに戻った後、一塁手から「打

者走者はオレンジベースを踏まず白色ベースを踏んで駆け抜けており、空過ではないか」

とのアピールがあったが、審判員はセーフと判定した。        （〇） 2－12 

 

㉗打者が一・二塁間をゴロで抜ける安打を放った。オレンジベースを走り抜けた打者走者

は白色ベースに帰塁せずに、ずっとオレンジベース上に立ち続けた。そこで一塁手は球

を保持し、オレンジベース上の打者走者にタッチをした。アウトである。 （〇 2－15 

 

 



㉘打者は右中間を破る当たりを放ち、一塁でオレンジベースに触れ三塁に達した。守備側

から一塁空過のアピールがあったが、セーフである。        （〇） 2－22 

 

㉙大会で使用できるバットは、3 号球は「3 号バット」を使用しなければならない。2 号球

または 1号球の大会では、「2号バット」、「1号バット」どちらを使用しても良い。 

 ただし、「検定マーク」の表示があるものに限られる。       （〇） 3－5 

 

㉚以下の場合、不正用具の使用には×。使用に当たらない場合は〇を。      3－10 

（1）1 回表、投手がグラブの下に白色の手袋をして投球した。    （〇） 

（2）ゴムボールの大会で、投手が黒のグラブに白い革ひものついたものを使用していた。 

                                 （×） 

（3）イエローボールの大会で、一塁手の使用していたグラブに、黄色のひもが使われてい 

た。                            （〇） 

 

㉛捕手は男女とも次の防具を着用しなければならない。             3－15 

（1）ＳＧマークの入ったスロートガード付きマスク。         （〇） 

（2）ＳＧマークの入った捕手用ヘルメット              （×） 

（3）ボデイプロテクター                      （〇） 

（4）ＪＳＡ検定マークの入った、膝当て付きレガース（両足に）    （×） 

（5）競技場内での投球練習では、上記（1）～（4）は不要。      （×）  

 

㉜高校生以下の大会でのベースコーチは、大人ではある監督がベースコーチとなる場合で

もヘルメットを着用しなければならない。             （×） 3－18 

 

㉝打者の打撃後のバットを捕手が移動させ、そのバットに送球がふれた。捕手のはずした 

マスクを走者が移動させ、そのマスクに送球がふれた。いずれも放置用具には当たらな

い。 

                                 （〇）3－28 

 

㉞男子は全員同色同意匠の帽子をかぶらなければならない。だだし、女子チームの男性監 

 督はこの限りではない。                       （×）3－36 

 

㉟投手は、投球腕のみに「アームスリーブ」を着用して投球しようとした。球審は両腕に

着用するか、「アームスリーブ」を外すよう指示した。          （〇）3－39 

 

 



 

㊱攻撃側の監督が、代打Ａを通告した。球審が打順表の控え選手欄を確認したところ、Ａ

の氏名の記載が無かった。しかし、大会参加申込書には記載があり、打順表に記載忘れ

たことが判明。Ａの出場を認めた。                 （×） 4－4 

 

㊲ＤＰのＡが、スライディングで負傷した。監督は、Ａに代わって代走Ｂを送り、攻守交

代となった。その後、Ｂについて監督は特に通告しなかった。これは、無通告交代であ

る。                               （×） 4－18 

 

㊳9番打者である先発投手が打ち合わせ違反で不正投手となったので、三塁手が投手となり、 

 Ａはベンチに退き、代わりに控えのＣが三塁手として出場した。次の攻撃のとき、Ｃの

代打としてＡが再出場して打席に入った。正しい交代である。     （〇） 4－26 

 

㊴打者Ａが頭部に死球を受け、その場から歩けなくなった。そこで監督は代替プレイヤー

としてＢを送り、球審はこれを認めた。               （×） 4－33 

 

㊵プレイヤーが出血したが、交代すべき控えの選手がいなかった。下記の選手は代替プレ

イヤーとして出場できるか。                        4－47 

（1）一度代走に出てから退いた選手。                 （〇） 

（2）再出場した後、退いた選手。                   （〇） 

（3）一度代替プレイヤーとして出場、その後退いた選手。        （〇） 

（4）出血発生時、ラインアップに入っている選手。           （×） 

（5）審判員によって試合から除外された選手。             （×） 

（6）審判員によって試合から退場させられた選手。           （×） 

 

㊶二死後、捕手が出塁し、テンポラリーランナーが送られ、走塁中に負傷した。監督は、

テンポラリーランナーに代わり捕手を走者に戻すと通告した。     （×） 4－59 

 

㊷以下のケースで、テンポラリーランナーを使用できるか。           4－60 

（1）捕手である選手Ａに対し代打Ｂが送られ出塁した。二死後、Ｂに対しテンポラリーラ 

ンナーを使用できる。                       （×） 

（2）捕手である選手Ａが出塁し、代走Ｂと交代した。二死後、Ｂに代わって選手Ｃをテン 

ポラリーランナーに使用できる。                  （×） 

（3）ＦＰの捕手がＤＰの打撃を兼ねて打席に入り出塁した。二死後、テンポラリーラン 

  ナーを使用できる。                        （〇） 

 



㊸得点差コールドゲームについて、日本ソフトボール協会では、3回 15点。4 回 10点。 

5 回以降 7点以上の差が生じたときとしている。           （〇） 5－13 

 

㊹二死満塁で打者がオーバーフェンスの本塁打を打った。走者・打者走者全員が本塁に達

した後に、守備側より以下のアピールがあり、認められた。得点はどうなる。   5－15 

（1）二塁走者が本塁を空過の場合                 （1点） 

（2）一塁走者が二塁を空過の場合                 （0点） 

（3）一塁走者が三塁を空過の場合                 （2点） 

（4）打者走者が一塁を空過の場合                 （0点） 

（5）打者走者が二塁を空過の場合                 （3点） 

 

㊺一死走者二・三塁。打者がレフトフライを打った。三塁走者は正しくタッチアップして 

本塁に達したが、二塁走者は左翼手が捕球する前にスタートを切っており、二塁への帰 

 塁前に左翼手からの送球でアウトになった。得点の認否はタイムプレーとなる。 

（〇）5－16 

 

㊻一死一・二塁。打者がライトに長打を放ち、二塁走者は本塁に達したが一塁走者は本塁 

 寸前でタッチアウトになった。打者走者は二塁に達したが、一塁空過のアピールアウト 

 となった。二塁走者の得点も認められない。             （〇） 5－21 

 

㊼以下の場合、「打ち合わせ」となるか                    5－29 

（1）監督はタイムをかけ、投手交代のため投手のところへ行く途中で、最初に球審に交代 

を告げた後、打ち合わせをした。「打ち合わせ」とはみなさない。  （〇） 

（2）監督がタイムをかけ、最初に投手のところに行き、野手も含めて打ち合わせをした後 

 投手の交代を告げた。「打ち合わせ」とみなす。          （×） 

 

㊽試合開始直後、球審から試合球を受け取った投手は、ニューボール特有の滑りを止めよ 

 う と両手で球をこすりながら投手板に両足を触れた。不正投球である。 （〇）6－3 

 

㊾正しい投球には〇印。不正投球には×印を付せ。              6－9 

（1）投手が投手板上で球を両手で保持して胸の前でセットし、そのままゆっくり引き上げ、 

  頭上で一瞬止めた後、両手を離して身体の後方に落としウインドミルで投球した。 

                                  （〇） 

（2）投手が顔の前面で 2秒近く止め、さらに腰の前面で 2秒以上完全停止してから投球し 

  た。                              （〇） 

 



㊿打者はライト線ギリギリの飛球を打った。野手は投球前からファウルラインをまたいで 

守備していたので、楽々とこれを捕球したが、これは不正打球である。 （×）6－16 

 

①試合開始前、審判員が用具の確認を行う際、チーム側から「持参したロジンを使用した

いので確認をしてほしい」との申し出があった。この大会は、主催者がロジンを用意し

てあることから、これを認めなかった。               （×） 6－21 

 

②守備側の選手数名がアームスリーブを着用していた。これらは同色であったが、異なる

メーカーのもので、ラインの色も違っていた。しかし、着用を認めた。 （〇） 6－24 

 

③走者なし、捕手から投手への返球が悪送球となり、遊撃手の前に転がった。遊撃手はこ

れを拾い投手に渡したので、球審は打者にワンボールを与えた。    （×） 6－29 

 

④投手が投球姿勢をとった後、一塁のアピールのため投手板の横に軸足を外し、自由足を 

一塁方向に外して送球した。不正投球である。           （〇） 6－37 

 

⑤7回裏、1対 1の同点。無死二・三塁で打者 4番。スリーボールとなった。ここで守備側

の監督から「故意四球」との通告があった。「故意四球」の通告は打席の最初にしかでき

ないので認められない。                     （×） 6－42 

 

⑥投手が投球のため球をセットしようとしたが、球が手からすべり落ちた。不正投球であ

る。                               （×） 6－48 

 

⑦打者がベンチ前にファウルフライを打ち上げた。これを捕ろうとした捕手が次打者席に

放置されたバットにつまずき、捕球出来なかった。バットは次打者席内にあったので、

成り行きである。                         （×） 7－3 

 

⑧二死二塁。4番打者はショートゴロを打った。二塁走者が守備をしている遊撃手に触れ、 

 守備妨害で三死となった。次回の先頭打者は、また 4番打者である。 （×） 7－6 

 

⑨二死一塁。4 番打者の打順で、5 番打者が打席に入った。1 球目がストライクとなり、一

塁走者は二塁盗塁をした。このとき、守備側から、「打順誤り」のアピールがあった。 

（1）正位打者 4番が、ボールカウントを引き継ぎ打席に入った。   （〇） 7－8 

（2）一塁走者の盗塁は「取り消される」。              （×） 7－8 

 

 



⑩無死二・三塁。4番打者の打順で、5番打者が打席に入ったとき、捕手が故意四球を通告

し、一塁に進塁した。この時、守備側から「打順誤り」のアピールがあった。  7－23 

（1）5 番打者の一塁への進塁を取り消す。              （〇） 

（2）4 番打者は「アウト」。                     （〇） 

（3）次打者は「6番打者」である。                 （×） 

 

⑪打者が、故意に打者席のラインを消した場合、ボールデッド、打者に対して「ワンスト

ライクを宣告される。                       （〇） 7－27 

 

⑫打者が三振した後、故意に打者席のラインを消した場合。次の打順の打者に対して「ワ

ンストライク」が宣告される。                   （〇） 7－27 

 

⑬三死後に攻撃側のメンバーが、故意に打者席のラインを消した場合。次のイニングの先

頭打者に対し、「ワンストライク」が宣告される。          （〇） 7－27 

 

⑭一死三塁。ツーストライク後、投球を打者は空振りをしたが、その投球が打者の身体に

当たり、捕手は捕ることができず、バックネット付近まで転がった。これを見た三塁走

者が本塁を踏んだ。「成り行き」であり、得点は認められる。      （×） 7－31 

 

⑮二死一塁。第 3 ストライクを捕手が捕球出来ず、打者走者は一塁に達し、一塁手が球を

手にしたとき一塁走者は三塁に向かっていた。一塁手は三塁へ送球したが球が場外に出

た。二死、走者二・三塁で試合再開である。             （×） 7－34 

 

⑯打撃中、投球が打者の背中側にきたので、このボールを避けようとしたとき、足が本塁

に触れていた。この時、打者のバットに投球が当たりファウル地域に転がった。 

 不正打球なので、ボールデッド、打者は「アウト」である。     （〇） 7－41 

 

⑰投手が投球に入った瞬間、右打席にいた打者が左打席に移った。驚いた投手は投球を途

中で止めてしまった。ボールデッドで打者は「アウト」である。    （〇） 7－44 

 

⑱走者一塁。打者は空振りした。バットが手からスリップし、一塁の方向へ飛んで行った。 

 捕手は一塁へ牽制球を投げようとしたが、送球がバットに触れ、ライト方向に転がった。 

 走者は二塁に達した。偶然バットがスリップしたので、「成り行き」である。 

                                 （×） 7－52 

 

 



⑲無死三塁。カウント・ツーボール。次の投球がボールとなった。打者は四球と勘違いし

たのか、一塁に走り、二塁に向かった。球を保持していた投手は二塁に送球した。その

間に 三塁走者が本塁を踏んだ。この得点は認められる。       （〇） 7－57 

 

⑳無死走者なし。ツーストライク後、次の投球がワンバウンドになったが、打者はスイン 

 グした。球はバットにチップして捕手のミットに直接ふれ、正しく捕球された。打者は 

 一塁に走り、一塁送球よりも早く一塁に達した。セーフである。    （×） 8－4 

 

㉑走者三塁。打者は打撃妨害を受けたがライトフライを打ち、捕球された。三塁走者はタ 

 ッチアップして得点した。しかし、攻撃側の監督から「打者を一塁に置き、三塁走者を 

 三塁に戻したい。」と申し出があり、これを認めた。          （〇） 8－6 

 

㉒走者二塁。不正投球が、それを避けようとした打者に当たった。攻撃側の監督に選択権 

 は無く、二塁走者は三塁へ。打者は一塁への安全進塁権を与えた。   （〇） 8－23 

 

㉓無死一・二塁。打者が内野フライを打ち上げ、インフィールドフライが宣告された。こ 

 の時、二塁塁上にいた走者に当たった。打者・二塁走者ともにアウトである。 

                                   （×）8－34 

 

㉔打者走者が内野ゴロで一塁を走り抜ける際、白色ベースを踏んで守備者と接触した。打 

 者走者は送球よりも早く塁に達した。塁の空過のアピールがない限りセーフである。 

                                 （×） 8－50 

 

㉕一死満塁。打者はレフトに平凡なフライを打ち上げた。走者はそれぞれ塁に戻った。左 

 翼手は球を一度グラブに当ててからわざと落とし、素早く三塁、二塁と転送した。ダブ 

 ルプレイは成立する。                       （〇） 8－55 

 

㉖一死二・三塁。打者はスクイズを試みたが空振りした。三塁走者は三塁に触塁したまま 

 であったが、二塁走者は三塁に達した。三塁ベース上の二人の走者に触球したとき。 

                                     ８－73 

（1）三塁走者・二塁走者の順に触球した。三塁走者アウト、二塁走者セーフ  （×） 

（2）二塁走者・三塁走者の順に触球した。三塁走者セーフ、二塁走者アウト  （〇） 

 

 

 

 



㉗二死二・三塁。打者は長打を放った。三塁走者は本塁を空過し、二塁走者は正しく本塁 

 に触れた。打球が外野を転々としている間に、三塁走者は本塁を踏み直した。この時、 

 守備側から、三塁走者の本塁空過のアピールがあったが、三塁走者及び二塁走者の得点 

 を認めた。                            （×） 8－75 

 

㉘無死一・二塁。打者は投手への高いバウンドのゴロを打った。投手はこれを捕球し、三 

 塁へ送球。フォースアウトにした。この時、三塁に進もうとしている二塁走者と打球に 

 反応して打球方向へ動いていた遊撃手が、走路上で衝突した。走塁妨害である。 

                                   （〇）8－80 

 

㉙走者一塁。投手が「不正投球」を宣告されたが、捕手はこれをパスボールした。一塁走 

 者は二塁を回り、三塁を狙ったが寸前でタッチアウトとなった。このアウトを取り消し、 

 走者を二塁に戻し、再開した。                    （×）8－92 

 

㉚無死二・三塁。スクイズプレイに対し捕手が本塁上に飛び出したため、打者はバントす 

 ることができず、三塁走者は本塁寸前でタッチアウトとなった。打者には、「打撃妨害」 

 で一塁への安全進塁権を。各走者には「不正投球」で 1個の安全進塁権を与える。 

                                  （〇）8－99 

 

㉛走者二塁。打者はライト前に安打を放った。二塁走者は三塁を回り本塁を狙った。右翼 

 手からの本塁への送球が、球審の審判服の中に入ってしまった。審判員の判断で、審判 

 服の中に入らなかった場合、達していたと思われる塁を与えた。     （〇）8－119 

 

㉜打者がオーバーフェンスの本塁打を打った。打者は三・本塁間でチームメイトと握手し 

 たり、背中を叩かれたりしてホームインした。これは走塁援助アウトである。 

                                  （×）8－130 

 

㉝三塁走者はタッチアップをする際、三塁ベース後方 3ｍほどのところから勢いをつけ、フ 

 ライの捕球と同時に三塁を踏んでスタートし、本塁に生還した。ボールインプレイで三 

 塁走者はアウトである。                       （〇）8－136 

 

㉞打者がバントして一塁に達したが、ファウルボールと勘違いして塁を離れ、本塁方向に 

 戻りかけた。一塁手は球を持ち、「進塁放棄」のアピールをした。アウトである。 

                                 （×）8－141 

 

 



㉟走者二塁。打者がサードゴロを打った。球は三塁手に触れることなく、股間を抜けた。 

 カバーにはいった遊撃手が捕球態勢に入ったとき、二塁走者にその打球が触れた。「守備 

 妨害」ではない。成り行きである。                  （×）8－147 

 

㊱無死一塁。投手がピッチャーサークル内で、球の入ったグラブを地面に置き、スパイク 

 のひもを直しているとき、一塁走者が二塁に達した。正しい走塁である。 （〇）8－162 

 

 

㊲無死三塁。打者がレフトに飛球を打ち上げた。三塁走者は、打球がグラブに触れるのを 

 見てタッチアップした。しかし、左翼手はお手玉をして、地面に触れる前に捕球した。 

 これは、タッチアップの早すぎであり、アピールされればアウトである。 （×）8－177 

 

㊳一死一塁の時、審判員が「タイム」を宣告しないで、副審と打ち合わせのためバックネ 

 ット付近に歩み寄った。その間に一塁走者は二塁に達した。この進塁は認められない。 

                                 （〇）9－1 

 

㊴走者一塁。投球がワンバウンドになり、捕手がこれを逸らすまいと身体で止めた。しか 

 し、球は捕手のボデイプロテクターとユニフォームの間に挟まっていた。この間に一塁 

 走者は三塁に達した。この進塁は認められる。             （〇）9－5 

 

㊵無死一塁。一塁走者が盗塁を企てた。捕手の二塁への送球を球審が妨害した。 9－7 

（1）二塁で走者アウトの場合は、走者を一塁に戻す。         （×） 

（2）二塁で走者セーフの場合は、そのまま走者二塁で再開する。    （×） 

（3）一・二塁間でランダウンプレーになった場合は、その時点で「ボールデッド」。 

  走者を一塁に戻し試合を再開する。                （〇） 

 

㊶無死一塁。打者は一・二塁間に鋭い当たりのゴロを打った。一塁手はこの打球をはじき、 

 その球が一・二塁間を進塁中の走者に当たり、この打球を処理しようとしていた二塁手 

 と接触し、転倒した。これは、「守備妨害」にはならず、「走塁妨害」である。（×）9－8 

 

㊷触塁中の走者に、フェアボールが触れたときは、守備者の守備位置に係らず「ボールデ 

 ッド」。打球に触れた走者は「アウト」である。            （×）9－12 

 

㊸無死一・二塁。打者が平凡な内野フライを打ち上げた。球審は宣告しなかったが、塁審 

 がインフィールドフライのコールとシグナルをした。このインフィールドフライは有効 

 である。                              （〇）10－1 



㊹二死一・三塁。打者がショート定位置付近に高い飛球を打ち上げた。その間に一塁走者 

 は二塁を回り三塁に向かおうとした時、捕球態勢に入っていた遊撃手と衝突した。二塁 

 塁審は直ちにボールデッドとし、一塁走者を守備妨害でアウトにした。この時、三塁走 

 者はすでに本塁に達していた。審判員は、三塁走者の得点を認めず、三死で攻守交代と 

 した。                       （〇）10－2 Ｒ10－1（14） 

 

㊺試合中、二塁塁審の誤審と思われる判定が多く発生したことから、審判長は、控えの審 

 判員と交代させた。                         （×）10－4 

 

㊻一死一塁。ライト前ヒットで一塁走者は三塁へ進塁した。三塁手は走者に触球したがこ 

 れを落球。三塁塁審は落球を確認できずアウトを宣告した。しかし、球審がこの落球を 

 確認していたので、球審はセーフを宣告した。            （×）10－6 

 

㊼二死二塁。打者がショートゴロを打ち、間一髪、一塁でセーフになった。一塁手は、一 

 塁塁審に「アウトだ」と抗議した。この間に、二塁走者は本塁に達した。守備側監督は 

 「一塁手の抗議」の間の進塁なので三塁に戻すべきとの抗議があり、審判員はこれを認 

 めた。                              （×）10－9 

 

㊽一死二・三塁。三遊間にゴロの打球が打たれた。三塁手は捕ったと同時に目の前にきた 

 二塁走者にタッチしようとしたが、そのはずみで落球、その間に三塁走者は本塁を踏ん 

 だ。守備側の監督は「守備妨害ではないか」と抗議し、説明を求めた。三塁塁審は球審 

 と協議した後、成り行きであると判定を下し、説明した。        （×）11－1 

 

㊾抗議できる場合は〇、できない場合は×を付せ。               11－3 

（1）プレイングルールの解釈の間違い。                （〇） 

（2）審判員のルール適用の間違い。                  （〇） 

（3）違反に対するペナルティーの適用の間違い。            （〇） 

（4）プレーに関与した選手（監督以外）による抗議。          （×） 

 

㊿二死二塁。打撃妨害があったが、打者は安打を放ち、打者は一塁へ、二塁走者は三塁を 

 回って本塁へ向かったが、タッチアウトになった。審判員は攻撃側の監督に選択権を与 

 えた。 

 攻撃側の監督は打撃妨害を選択し、二死一・二塁で試合を再開した。次打者に 1球を投 

 じた後、守備側の監督から「打者・走者とも 1個以上進塁しているので、攻撃側に選択 

 権は無い。二塁走者は本塁でアウト、三死ではないか」と抗議があった。しかし、審判 

 員はこの抗議を認めなかった。                   （〇）11－7 


