
審判員向け研修問題②（解答） 

正しければ(○)、間違っていれば(×)を記入してください。(×の場合は理由も考える。) 

 

① 検定された正規のバットのノブ側末端（グリップエンド）に、自分の名前を刻んであっ

たバットを発見、変造バットなので試合から除外した。     （×） 1－1 

 

② 一死一・二塁で内野に飛球が上がり、審判はインフィールドフライを宣告した。打球は 

二塁ベース上のランナーにその飛球が当たったので、打者アウト、二塁走者アウトと審

判員がアウトを宣告した。                    （×） ８－34 

 

③ 二死二塁 4番打者ボールカウントワンボール走者が三盗を試みた。走者は三塁ベース前

でタッチされアウトになりスリーアウトになった。次の回 4番バッターの打順から始め

た。                                               （〇） 7－7  

 

④ 無死満塁。打球はキャッチャーが抑え、ホームを踏み一塁に送球した。この送球が一塁

手前のスリーフットレーン外側を走っていた打者走者に当たった。三塁走者アウト、ボ

ールデッドで打者走者アウト、他の走者は妨害発生時の塁に戻した。 （〇） 8－38    

 

⑤ 二死満塁打者のカウウントスリーボールツーストライク。打者は投手の投球を空振りし

た。投球はバウンドして球審のボールバッグの中に入った。球が発見される前に        

打者は二塁に、3人の走者は本塁を踏んだので、得点 3を認めた。 （×） 1－18 

 

⑥ 夏の暑い日の試合となり、試合途中で三塁塁審が倒れてしまった。控えの審判員と交代

した。                            （〇） 10－4 

 

⑦ 打者がショートゴロを打った。遊撃手は一塁に送球したが、一塁手が落球した。打者走

者は一塁を走り越したが、二塁へは進塁しようとはしていなかった。フェア地域で左に

回ったところで、一塁手が打者走者にタッチしてアピールしたので、打者走者をアウト

にした。                        （×） 8－179 

①  

⑧ 無死走者なし。打者 Aが無通告で出場し、ライトフライでアウトになった。直後守備側

から無通告のアピールがあった。違反者 A はアピールアウトとフライアウトなので 、

二死走者なしで再開した。                   （×） 4－38 

  

⑨ 完全停止の間、球を握りなおしたり投球する手をグラブの中で動かしていたので、 

 不正投球とした。                        （×） 6－6 



⑩ 一塁手と二塁手がフライを処理しようとしているとき、打球が二塁手の頭に当たって跳

ね返った。その球を空中にある間に一塁手が捕球した。打者アウト。 （〇） 8－25 

 

⑪ 走者一塁。投球が捕手の膝に当たって一塁側ファウル地域に転がった。その球を打者が

拾ってしまったので、守備妨害アウトとした。          （〇） 8－44 

 

⑫ 投球を打ったバットが打者の手からすっぽ抜けて飛んで行き、打球を処理しようとして

いた二塁手に触れたので、ボールデッド守備妨害で打者走者はアウトになる。                                                                  

                                  （〇） 8－45      

 

⑬打者が三塁ベース前のファウル地域にフライを打ち上げた。捕球しようとした三塁手の

守備を三塁走者が邪魔をした。守備妨害で三塁走者、打者走者アウトにした。                                                  

                                  （×） 8－51  

⑭走者三塁。打者が四球を得た。球が投手に返球されたとき打者走者は一塁を通過して二 

 塁に走った。そこで投手が一塁に偽投した。この時三塁走者が離塁し、本塁に生還した。 

 三塁塁審は走者を離塁アウトにした。                  （×） 8－163 

 

⑮走者一塁。打者がレフト線に大きなフライを打った。走者はスタートを切っていたので

三塁手前まで達していた。ファールボールになったので一塁に戻った。しかし、一塁に

戻るとき二塁ベースに触れずに直接一塁に戻った。守備側から二塁空過のアピールがあ

ったので、走者アウトにした。                   （×） 8－172 

 

⑯無死一・二塁。打者は送りバントをしたが、打球は一塁前に転がり、打者走者は一塁手

のタッチを避け、本塁方向に後ずさりした。その間に走者はそれぞれ進塁した。 

                                 （×） 9－2 

 

⑰監督は、出血のため退いていたプレーヤーAを無通告で試合に戻した。相手チームからア

ピールがあったので無通告交代の処置をした。                （〇） 4－55 

 

⑱プレーヤーが鼻血を出し出場できなくなったので、一度代替プレーヤーと出場し、その

後しりぞいたプレーヤーを出場させた。                   （〇）4－47     

 

⑲プレーヤーが出血を伴う負傷をした。そのためユニフォームを着替えたが、ナンバーの

異なるユニフォームしかなかったのでそれを着て試合に戻ったところ、相手チームの監

督から試合を混乱させると抗議があった。抗議を認めた。                              

                                 （×） 4－51       



⑳検定バットのグリップのテープがとれ、約 40㎝の長さに巻き直してあったので、変造バ

ットとみなした。                       （〇）3－1 

 

㉑内野安打を放ち、オレンジベースを走り抜け、打者走者がいったん白色ベースに帰塁し

た後、ベースコーチと言葉をかわすために、オレンジベースの身に触れていた。一塁手

がその時走者に触球したのでアウトの判定をした。 

                    （〇） 2－25 

 

㉒走者二塁。打球は遊撃手へのゴロとなった。二塁走者は、打球に当たらないように、遊

撃手の前でジャンプした。遊撃手はベースライン付近で守備していたが捕球できなかっ

た。守備妨害で走者アウトにした。 

                                （×） 1－107 

 

㉓監督は、タイブレークに入り、7回の最後に打撃を完了したものを二塁に出すとき、足の

遅い選手だったので、代走を送った。              （〇）  5－14 

 

 

㉔7回裏、2対 2同点。一死一・三塁から打者はセンターにホームラン性の当りを放ったが

好捕され、飛び出していた一塁走者は一塁への送球でアウトになった。三塁走者は正し

くタッチアップして本塁に達した。得点の認否はタイムプレーとなる。                                 

                                  （〇） 5－19 

 

㉕センターの守備者がミットを使用してプレーしたので、不正用具の使用の、ペナルティ

を 適用した。 

                                 （〇） 3－9 

 

㉖投手が軸足を投手板に触れた後、打者がタイムを要求しないで打席を外したが、投手は

そのまま投球したので無効投球とした。               （×） 6－47 

 

㉗捕手が走路上に立って送球を待っているとき、三塁走者が球の到達より早く本塁に走り

こんだ。そして送球が捕手に到達するより前に捕手と衝突したので走塁妨害を適用した。                              

                                  （〇） 8－78 

 

㉘無死三塁。打者がレフトフライを打った。走者が飛び出していたので三塁ベースコーチ

が走者を三塁のほうに押し戻した。打球はフェンスを超しホームランとなった。この場

合の得点は 2点である。                   （×） 8－133 



㉙提出したスターティングプレイヤーをピッチャーの調子が悪いので変更した。 

                                （×） 1－134 

 

㉚登録メンバーが 10人で試合をしていたが、一人が試合から除外されてしまった。そのあ

と、二塁手が出血するけがをした。代替プレーヤーとして、除外されたプレイヤーを認

めた。                             （×） 1－132    

 

㉛ボールデッドの状態で、次の打者が打者席に入った。投手は、球を持っていたが、片足 

 を完全にピッチャーズサークルの外に出していたが、プレイをかけた。               

           （×） 1－127  

 

㉜監督が試合前の打順票の最終確認で DPの使用をやめると、変更を申し出たので、それを

認めた。                            （×） 7－5 

 

㉝無視走者なし。2 番バッターB2 の打順で、3 番打者 B3 が打席に入って内野ゴロを打ち一

塁でアウトになった。この時守備側から打順間違えのアピールがあった。二死走者なし、

打者 B4で試合再開した。 

                                 （〇）7－11 

 

㉞打球がフェア地域で打者が落としていったバットに触れ、球がフェア地域で止まったの 

 でフェアボールにした。                       （〇）1－55 

 

㉟3塁線上のフライを捕球しようとした野手が、グラブに当てて落球した。最初にグラブに 

 触れた位置が、ファウル地域の上方空間であったが、球はフェア地域に転がったのでフ 

 ェアボールにした。                         （×）1－60                          

 

㊱ボールカウントツーボールツーストライク。左投手が右バッターのインコースに鋭く切

り込むスライダーを投じ、打者は空振りしその投球がそのまま打者の体に当り、捕手は

取ることができなかったので打者はスリーストライクルールにより一塁に走りセーフに

なった。                             （×） 7－31 

 

㊲一死三塁のとき、投球動作の途中で後方に球がスリップして二塁方向に転がった。走者

のリードが大きかったので三塁に送球し、タッチアウトにした。 

                                 （〇） 6－50 

 

 



㊳投手がインプレイ中に投球動作をとった後、アピールのため、自由足を投手板の後方に

離してから一塁に送球した。アピールは有効である。        （×） 6－35 

 

㊴打球がバウンドしながら一塁方向にとんだ。打球はダブルべースのオレンジ部分の上方 

 空間のみを通過し 、外野のファウル地域に転がったので、フェアボールである。                                                    

                                 （×） 1－58 

 

㊵一死満塁、打球は右中間の飛球となった。中堅手と右翼手が衝突して転倒したため」、打

球は外野地域に転がった。その間にすべての走者が本塁に達し得点 4を認めた。                                 

                                 （〇）10－7       

 

㊶試合中に、ルールの適用に関し、主将が抗議してきたが、受け付けなかった。          

（〇）11－4 

㊷フェアボールが二塁手に触れた後、フェア地域上で一塁走者に触れてしまったので守備

妨害一塁走者アウトにした。                   （×） 9-10        

 

㊸イニングの攻守交替は守備者全員が、ファールゾーン出たときである。 （×） 1-96          

 

㊹打者が大きなセンターフライを打ち、白色ベース上にいた一塁走者がいったんスタート 

 を切り、打球が捕球されるのを見てオレンジベースのみに触れてタッチアップした。一 

 塁手からオレンジベースからタッチアップしたとのアピールがあったので走者アウトに 

 した。                               （〇）2-26         

  

㊺女性チームの男性監督が、無帽でコーチズボックスに入ったり、選手交代を告げるため 

 にベンチから出てきた。帽子をかぶるよう指示した. 

（〇）3－37 

 

㊻監督が試合中ベンチ内で携帯電話押し用紙、通話していたので、警告を与えた。 

             （〇） 4－2 

 

㊼一方のチームが試合開始時刻に球場に到着いなかったので没収試合とし、5 対 0 とした。                     

                                  （×） 5－11 

 

㊽両手を話して投手板を踏み、両手を合わせて捕手のサインを見た後、両手を一度離して 

 から再度合わせて完全停止手から投球したので不正投球ではない。    （〇）6－5 

 

×



㊾無死一二塁。打者がセンター前にヒット、二塁走者は三塁を回って本塁に向かったが、 

 本塁への送球を見て三塁に戻った。この送球を捕手がはじき、球が横に転がったので一 

 塁手が取りに行ったが次打者とぶつかり転倒した。その間に三塁走者は本塁に達した。 

 次打者による守備妨害を適用し、本塁に最も近い走者アウト、ボールデッドで他の走者 

 は妨害発生時に戻した。                      （〇） 7－2      

 

㊿無死一塁、打者は一塁正面のゴロを打った。一塁手は一塁ベースを踏んで二塁に送球し 

 一塁走者が二塁に達する前に二塁塁上で遊撃手がこの球を捕球したので、ダブルプレー 

 である。                              （×）8－1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



①一死二塁、打者はツーストライク後の投球を空振りしたが、捕手が落球した。これを見

て二塁走者が三塁盗塁を試み、捕手は三塁に送球した。ベンチに向かっていた打者走者

は監督に指示されあわてて一塁に走った。両者進塁した。      （〇） 8－2 

 

②走者一塁。打者は捕手に打撃妨害をされたが、ショートゴロを打った。打者走者は一塁

に生き、一塁ランナーは二塁フォースアウトになった。監督に選択権を与えた。           

                                 （〇） 8－9        

 

③投球を開始する前に打者がバックスイングした。その時捕手のミットに触れたので、打

撃妨害とした。                          （×） 8－14 

 

④走者一塁。打者が三塁打を打った。一塁走者が二塁を空過した。 空過を確認した審判

員がアウトを宣告した。                      （×） 1－3 

 

⑤3回裏から攻撃側の監督から DPの採用の申し出があったので、認めた。                  

（×）4－10 

 

⑥塗料を上塗りしたバットを用具確認で発見したので不正バットとし本部で預かった。  

                                 （×） 3－6 

 

⑦投手が投球するとき完全停止時間をストップウオッチで計ったら、時計の 2 秒間より短

かったので不正投球とした。                    （×） 6－4 

     

⑧無死走者なし。スリーボールの次の投球がボールになり、捕手が体に当てたが場外に出

てしまった。２個の安全進塁権を与えた。              （×） 1－12 

 

⑨打者が胸元の投球を避けようとしたが避けきれず、球がバットを握った手に当たったの

で、デッドボールとした。                     （〇） 8－17  

 

⑩一死二・三塁。打者が三振した。捕手は三死になったと間違えて、球審に球を投げベン

チに向かった。球審は、球をとるやいなやグラウンドに落とし状況を見守った。 

（〇） 1－22 

 

⑪打者が内野フライを打った。遊撃手が捕球を試みたが、打球は体に当たって跳ね返り、

腕で抱き留められていた。完全捕球としてアウトにした。       （×） 1－25                        

 



⑫打者に対してインサイドの投球が来た。打者はスイングせず、投球を避けようとして、

球が手とバットに同時に当たり、球はフェア地域に落下したので、デッドボールとした。                               

（×） 8－18  

 

⑬一死走者なし。捕手が 第３ストライクを落球したが、打者は三振と思いベンチのほう

に向かった。打者走者はベンチに入る前に急にダッシュして、送球より早く一塁に達し

た。セーフにした。                        （〇） 8－29 

 

⑭打者がセカンドライナーを打った。二塁手は取り損ない球が後ろにいた審判員に当たり、

地面に触れる前に遊撃手が捕球した。アウト            （×） 1－31 

 

⑮球審がプレイを宣告したが、打者がなかなか打者席に入らなかったので、ペナルティワ

ンストライクを宣告した。                     （〇） 7－25 

 

⑯走者なし。打者が一塁線にバントしたが、打者の両足が打者席内に残っている状態でフ

ェア地域で触れたので、ボールデッド、打者走者アウトにした。    （×） 8－46 

 

⑰無死一塁。打者はセンターに大きなフライを打った。センターは外野フェンスの前でジ

ャンプしてこの打球をとったが、そのまま場外に転落した。打者アウト、持ち出しで一

個の安全進塁権とした。                      （〇） 1－37 

 

⑱諸線（ライン）上は、それぞれの区域内になる。 

                                 （〇） 2－2 

 

⑲投手が投球するとき、自由足を投手板の延長線上に踏み出して投球した。この時自由足

の一部が延長線上の外側に出ていた。軸足は延長線より完全に外に出て着地した。不正

投球とした。                           （×） 6－13 

 

⑳打者は外野フェンスまで達する長打を放ち、打者走者は一塁を回り二塁に進んだが、二 

 塁手前に立っていた二塁手と衝突した二塁手は塁上に倒れベースを完全に覆ってしまい、 

 打者走者は二塁ベースに触塁することができず、そのまま三塁に向かったが送球されア 

 ウトになった。                         （×） 8－５９ 

 

㉑走者二塁。打者が遊撃手へのゴロを打った。二塁走者は遊撃手が走路上で守備動作をし 

 ていたので、その野手の後方 0.91m（3フィート）以上離れて走ったのでラインアウトに 

 した。                              （×） 8－125 



㉒守備側の監督がタイムを要求し、投手と打ち合わせした。そのあと三塁手の主将と打ち 

 合わせしてから、帰り際に投手の交換を申し出た。打ち合わせと認めた。 （×） 1－43 

 

㉓打球が大きなフライとなり、レフトのファールポールに触れて場外に直接出た。ファー 

 ルとした。                            （×）8－109 

 

㉔フェア地域からの送球が逸れて、送球を捕ろうとした一塁手が大きくファウル地域に踏 

 み出した。それを見た打者走者は危険を感じ、思わずスピードを緩めた。そのため一塁 

 はアウトになった。走塁妨害とし打者走者をセーフにした。      （×） 2－21 

 

㉕スクイズバントをするときにホームベースを踏んでいたので不正打球とした。                          

（〇） 7－42 

 

㉖攻撃側の選手が負傷で出場できなくなったが、交代すべき控え選手はすでにいなかった 

 ので、監督は一度代走に出した選手を出場させた。          （×）４－5      

 

㉗無死一塁。打者が三塁前にバントしたが、打球処理が遅れどこにも送球できなかった。 

 二塁に達した一塁走者がファウルボールと勘違いして、一塁に戻り始めた。これを見た 

 三塁手は二塁ベースにいた遊撃手に送球し、アウトにした。      （〇） 8－127 

 

㉘無死一・二塁。打者はライト線に長打性の当りを放ったがファールの判定だった。それ 

 に気づかなかった二塁、一塁走者は本塁に達していた。二塁走者はすぐに塁に戻ったが 、 

 一塁走者はライト線の打球が落ちたあたりを指さし、何事かつぶやき、塁に戻ろうとし 

 なかった。審判が再度、塁に戻るよう促し試合の再開を宣言しても戻らなかったので、 

 審判員は一塁走者をアウトにして再開した。              （〇）8－129 

 

㉙打者はバックネット付近にフライを打ち上げた。捕手がフェンスをよじ登り、地上から 

 1mほど登った付近で捕球したが、ファールボールとした。      （×）1－38 

                

㉚打球がファウル地域で落とした球審の刷毛に触れたので、ファールボールとした。 

                                  （〇）1－70 

 

㉛一死満塁。打者が内野フライを打ち、インフィールドフライを宣告した。打球は捕球さ 

 れずにピッチャーズサークル付近に落ち、フェア地域で一塁に向かう打者走者に触れた。 

 その後、捕手が球を広い三塁に送球し、三塁手が塁を離れていた走者にタッチしたので、

ダブルプレーとした。                        （×）1－95 



㉜小学生大会の打者席は、一般より少し小さい。             （×）2－6 

 

㉝打者が、打者席内の捕手寄りに急に下がり、スイングした時捕手のミットに触れたので 

 打撃妨害の処置をとった。                      （〇）8－16 

 

㉞一死三塁。打者が三遊間よりの打球を打った。この時三塁ベースコーチが走者が三塁に 

 走ったようなふりをして本塁方向に走った。遊撃手は三塁走者が本塁に走ったと思い、 

 本塁に送球した。走者は走っていなかった。ベースコーチによる守備側のプレイを妨害 

 したとして本塁に最も近い走者をアウトにした。          （〇）8－168 

 

㉟打者席に入った打者の足の一部が、本塁寄りの打者席外に出ていたのでワンストライク 

 を宣告した。                          （×）7－26 

 

㊱走者一三塁。打者が四球を得た。攻撃側のコーチがすぐにタイムを要求したので直ちに 

 タイムをとった。                         （×）1－138 

 

㊲用具確認したところ、バットの JSAマークが消えていた。監督に確認したところ最近ま 

 では残っていたとの説明があったので使用を認めた。         （×）3－3 

 

㊳フェアの打球が、野手のグラブに触れた後、地面に落ちる前に、ファールポールのてま 

 えを通りファウル地域のフェンスを越えたのでファールポールに改めた。 

                                 （×）8－112 

 

㊴球審がゲーム再開のプレイのコールしたので、投手は投球準備動作に入ったが、ベンチ 

 からアピールの指示があったのでジャンプするように両足を同時に後方に移動させてか 

 ら、アピールをした。                       （〇）6－38 

 

㊵6番バッターが打席席にいるとき、８番バッターが素振りするため、次打者席に入り素振 

 りを始めたので、７番バッターと変わるように指示した。        （〇）1－118 

  

㊶審判員が、試合途中で選手の一人がネックレスをしていたが、そのままにした。    

（×）3－40 

 

 

 

 



㊷無死二塁。最終回裏の攻撃で二塁走者がサヨナラとなる得点を記録したが、三塁を空過 

 していた。その時点ではアピールはなかった。すべての守備者がフェア地域を離れたが 

 三塁手がベースに戻りアピールしたので走者アウト、タイブレークに入った。  

（×）8－174 

 

㊸二死満塁。打者がオーバーフェンスのホームランを打った。走者。打者走者全員が本塁 

 に達した後守備側から打者走者の三塁空過のアピールがありこれを認めた。得点は３点 

 である。                              （〇）5－15 

 

㊹二死後 Cが走者となったところ、攻撃側の監督から Cの守備を捕手に変更しテンポラリ 

 ーランナーを使いたいと申し出たので、それを認めた。 

                                  （×）4－57 

 

㊺一塁走者が盗塁を試みた。投手は外角高めに外した。打者は、一塁走者を助けるために 

 バットを投球に向かって投げたので、打者による守備妨害を適用した。  （〇）7－51                

 

㊻6回の表投 手を交代させたが、調子が悪かったので元の投手に戻した。投球練習を 2球 

 してしまったので 1球ごとにワンボールを宣告した。          （〇）6－46 

 

㊼捕手が球を持ち、走りこんでくる三塁走者にタッチしようと待っていたが、走者が衝突 

 したので、落球したが、ボールデッド、走者アウト、他の走者を違反行為発生時に戻し 

 た。                               （〇）8－166 

 

㊽走者二塁、打者がツーボールツーストライクからの投球を空振りした。そのとき、捕手 

 のミットがバットに触れ、捕球できなかった。打者走者はスリーストライクルールで一 

 塁に進み、二塁走者は三塁に達したが、打撃妨害なので走者一二塁とした。 

（×）8－12 

                   

㊾プレイングマネージャーが、タイムを要求せずに、打ち合わせを繰り返したので、遅延 

 行為とし、警告を与え、打ち合わせとみなした。            （〇）5－32 

 

 

㊿打者がレフトのファウル地域にフライを打ち上げた。野手はフェンスぎりぎりで捕球を 

 試みたが、打球はフェンスを越え、スタンドの観客が触れた。観客の守備妨害を適用し 

 た。                               （×）1－19 

 


