
平成２５年度 第２回審判部長会議 議事録 

 

１ 日時：平成２５年８月３日（土）１８時～２１時 

２ 場所：毛呂山町東公民館[図書室] 

３ 出席者：３０名 各協会審判部長及び審判部役員 

(飯能市、川島町、鳩山町、滑川町、吉見町、嵐山町欠席) 

※別紙参加者名簿 

４ 会議資料確認 

ア 県西審判部上期活動報告 

イ 県西審判員の皆様へ再確認事項 

ウ 第 3回ルール事例研修会報告書 

エ 第 2回 1種・2種フォローアップ研修会報告書 

オ 第 1回 3種フォローアップ研修会報告書 

カ 県西支部審判部長、副部長実技研修会及び懇親会 出席者一覧 

キ 第３種公認審判員認定会要領 

ク １種・２種公認審判員受験事前勉強会実施報告書 

ケ 平成２５年度事例集 

 

５ 宮川審判部長挨拶 

中学・高校・大学・研修大会等、試合数も多く暑さ厳しいなか協力いただきありがとう

ございます。また、８月から９月頃まで忙しさは続くと思いますが、健康に留意しご協力

をお願いします。 

 

６ 議題 

①県西審判部上期活動報告 

県西常任理事会に報告した資料 

(1)２５年度審判登録（県西審判員） 

審判登録数が減少している。２５年度の合計が９６７名。毎年３種が増えているにもか

かわらず、何故減少傾向にあるのか。分析としては１年目登録しても、２年目以降は１/３

程度まで落ち込んでしまう。審判・記録・競技とも減少している、考えていかなければな

らない。 

 

(2)１種・２種勉強会計画 

勉強会について無断欠席が何件かあった。年間の予定表も配布されているかと思うので、

本人だけではなく審判長とも確認をしていただきたい。 

 



(3)県男子リーグ 

担当審判員各支部より２名：２５年度 町村（小川町）  関谷（毛呂山町） 

・第１節 6/9（日） 帯同審判員以外に、坂詰（ふじみ野市）参加 

・第２節 6/16（日） 帯同審判員以外に、原田（川越市）参加 

・8/4（日）、8/11（日） 県男子リーグチャレンジトーナメント 伊藤（三芳町）予定 

・第３節 8/11（日） 帯同審判員以外に、鈴木（鶴ヶ島市）予定 

・第４節 8/25（日） 帯同審判員のみ２名  ※後日 9/1へ日程変更 

 

(4)関東大会・全国大会参加者及び予定者（抜粋） 

・8/31～9/1 関東地区若手審判員研修会（千葉県東金市）県西３名（県１２名予定） 

山崎信一（入間市）、新井勝美（所沢市）、後藤 聡（富士見市） 

・9/7～8 日本リーグ帯同審判員（栃木県大田原市） 太田（富士見市） 

・9/29～10/1 国体（東京都福生市ほか） 岡野（ふじみ野市） 

・10/19～20 日本リーグ帯同審判員（山梨県甲府市） 太田（富士見市） 

・今年の県外派遣者について 

 ア 5/31～6/2 高校関東大会（栃木県大田原市） 平畑 肇（県東：白岡市） 

 イ 8/3～8/5 全国教員大会（千葉県千葉市） 安田光治（県北：熊谷市） 

 ウ 8/23～8/26 国体関東予選（神奈川県） 三田明夫（中央：さいたま市） 

 エ 9/14～16 全日本総合男子選手権（群馬県前橋市） 松本雄二（県南：桶川市） 

 

(5)関東学生春季リーグ派遣審判員 

県東：２４名  県西：８２名  県南：２８  県北：１４名  中央：１８名 

合計１８５名（責任者１９名含む） 

 

(6)１種受験予定者（３名） 

認定会 11/2～3 栃木県大田原市 

中條栄一（ふじみ野市）、新井勝美（所沢市）、近藤賢治（川越市） 

 

(7)２種受験予定者（８名） 

認定会 11/17（日） 毛呂山町 

新井雅夫（狭山市）、荻野三千雄（鶴ヶ島市）、古谷光弘（鶴ヶ島市）、 

鶴田紀夫（鶴ヶ島市）、袖野政治（川越市）、其田 了（川越市）、 

中野彰三（入間市）、真島 裕（富士見市） 

 

(8)３種認定会 

認定会 12/1（日） 日高市（日高高校） 



(9)今後の主な予定 

別紙資料参照 

 

②第２回 県西支部常任理事会報告 

(1)第８回関東学生春季リーグ決算報告について 

[収入]１，７４９，５００円  [支出]１，７５０，１８３円  [差引]△６８３円 

 

(2)関東学生秋季リーグ開催確認について 

女子は埼玉県、男子は群馬県で行う。 

毛呂山町大類ＳＢＰ：２面、東松山市駒形球場：２面、鶴ヶ島市メイン球場：１面 

 

(3)来年の関東学生春季リーグについて 

県西としては男子開催も受け入れる方向ではあるが、坂戸市で会場が確保できるかどう

か、また、大学側の意向も確認する必要がある。 

 

(4)県大会代表者会議に無断欠席について 

ア 全日一般県予選会代表者会議 

県西の予選会を勝ち抜いたチームが、県大会の代表者会議を無断欠席で１年間の出場

停止（所沢市協会：若狭クラブ） 

イ 全日レディース代表者会議 

 県西の予選会は無くフリー参加であったため、厳重注意（坂戸市協会：坂戸マミーズ） 

 

(5)台湾中学生チームとの交流試合開催について 

 8/4～5が鶴ヶ島メイン球場、8/6は毛呂山町大類ＳＢＰ 

 １日２試合で審判員は埼玉県審判員で行う（６名） 

 

(6)ユニフォームのニックネームについて 

 県西予選会・県大会での問題について、理事会に報告指示があり審判部より書類提出し

て説明した。ユニフォームにＰＯＣＨと記載されていた。個人名は公式文書で使うもので

あり、ふりがなも順ずるとのこと。チームへは来年までに直してもらうよう指示した。 

 

(7)その他 

 ア 県納会について（県西支部が幹事） 

  日時：12/7～8 

  場所：越生町ニューサンピア 

 



 イ ２５年度県西支部総会 

  日時：H26/1/25～26 

  場所：越生町ニューサンピア 

 

③「報告とお願い」 

 (1)県大会の代表者会議を忘れていて欠席 

 (2)県西予選大会で替え玉選手が発覚 

 (3)ユニフォームの背中に登録名と異なる表示があったことが発覚 

 (4)路上駐車で開催会場付近の住民に迷惑をかけた 

 

④県理事会報告書（平成２５年７月２７日(土)） 

 ・予算赤字につき予算縮減の方向 

 ・委員会構成について、２０委員会を６委員会へ縮小 

 ・財源対策について、当面１５０万円の削減を目指して検討 

 

⑤平成２４年度 日本ソフトボール協会功労表彰者 

 県西支部：内藤 晃（三芳町）  渡辺 三郎（ふじみ野市） 

 

７ 各役割分担担当者報告 

①ウエスタンリーグ 

５月初旬から第５節まで無事に終了。細かな審判上の問題点はあったが、現場で再確認

できた。残りの試合について、ふじみ野市・狭山市で予定されているがよろしくお願いし

ます。 

 

②県西女子リーグ 

 ※詳細については前部長会議配布資料のとおり 

 

③ルール事例研修 

※別紙事例報告書のとおり 

 次回第４回ルール事例研修⇒9/14(土)開催予定 

 

④各種実技研修会 

 ※別紙研修会報告書のとおり 

  次回第３回１種・２種フォローアップ研修会⇒9/16(祝) 

  次回第２回３種フォローアップ研修会⇒9/23(祝) 

 



○県西支部審判部長・副部長実技研修会及び懇親会 出席者一覧 

 ※別紙参加者予定者の確認 

  午後から懇親会のため、電車で来る方については川角駅まで送迎する。 

 

⑤物品販売 

 ※刷毛ケースとドリンクホルダーが一体になった商品の説明 

 

⑥１種２種公認審判員受験事前勉強会 

 ※別紙事前勉強会実施報告書 

 ・１種認定会⇒11/2(学科)、11/3(実技) 栃木県大田原市 

 ・２種認定会⇒11/17 毛呂山町 

 ・３種認定会⇒12/1 日高市 

 

⑦３種受験準備 

 各協会へは改めて文書を通知 

 12/1(日) 日高高校 

 ※締切りは 11/11となっているが、各協会より多くの方に参加いただきたい。 

 

⑧親善ソフトボール大会 

 例年 11/3 に開催していたが日曜日で試合等も組まれていることもあり、翌 11/4 の祝日

に開催予定。 

 

⑨事例集 

 ※別紙事例集のとおり 

 １～３、１０．守備妨害と走塁妨害 

 ４．指名選手 

 ５．第３ストライクルール 

 ６～８．判定 

 ９．競技場 

 ※No5 第３ストライクルールの事例について、一死満塁⇒二死満塁に訂正 

  No6 判定の事例について、二死三塁⇒一死三塁に訂正 

 

８ 各協会報告 

(1)上半期の問題点・及び質問事項 

(2)各種認定会への取り組み 

(3)県西審判部への意見及び質問 



[入間市] 

３種認定会は５名予定。 

 

[川越市] 

審判登録数は多いが以前に比べて数は激減している。春季(秋季)大会については、いよい

よ自主運営しなければならない。役員会で検討し体制を整えていきたい。 

認定会については１種受講生として近藤、２種受講生として袖野、其田、１種聴講生とし

て本橋が既にお世話になっている。３種認定会については概ね１０名を予定している。 

 

[坂戸市] 

市内大会については前試合の負けチームが審判を担当しているが、ストライクゾーンが安

定していなかったりするため、引き続き市内の研修等を行っていきたい。 

昨年の３種認定会は２名だったため、今年も何名かは受講してもらいたい。 

坂戸ガス杯につきましては多くの審判員を派遣いただき、ありがとうございます。 

 

[狭山市] 

雨天で延期になった試合もあったが、現時点では全て予定どおり消化できている。自主運

営をしているため各チームから審判員をだす訳であるが、ストライクゾーンなど統一させ

る必要もあるため、各大会の空日程を利用し審判技術講習会を開催している。 

２種受講生として新井がお世話になっている。 

３種の関係について、各チームについては２名は資格をもった選手がいるようにとの申合

せもあり、今年は６名程度受講できればと考えている。 

 

[鶴ヶ島市] 

リーグ戦では自主運営のためいろいろな問題等もでた。各球場に役員を配置しているが意

思統一が図れていないこともある。鶴ヶ島協会では特別ルールを定めているので、プリン

トアウトして全員が同じように対応できるようにしていく。 

前回の大会で鶴ヶ島市の方から年齢と名前の詐称がでて、ご迷惑をおかけした。 

認定会については２種受講生として荻野、古谷、鶴田の３名がお世話になっている。 

３種認定会については９月から後期の大会が始まるので周知していきたい。 

 

[所沢市] 

県代表者会議無断欠席の件、及びユニフォームのニックネームの件についてお詫び。 

市内大会等については怪我や問題点等は特になかった。 

認定会について１種受講生として新井がお世話になっている。 

今月２５日に実技研修会を実施する予定。内容については役員で検討中。 



[飯能市] 

※本日欠席 

 

[東松山市] 

春季リーグ及び市民総体の実施報告。リーグ戦の自主運営に向けて審判講習会を下期に実

施予定。 

３種認定会については２名予定。 

 

[日高市] 

市内活動報告としてルール及び実技研修を各３回予定しており、既に２回実施済み。３回

目については９月に予定。 

３種認定会については各チームにお願いして、１５名を目標にしたい。 

 

[富士見市] 

富士見市会長杯の報告。 

認定会については２種受講生として真島がお世話になっている。今後、市内大会等にも出

ていただき経験を積んでもらいたい。 

 

[ふじみ野市] 

春季大会及び２市１町親善大会の出場チームを決定する大会がそれぞれ行われたが無事終

了。大きなトラブル等の問題もなかったが、選手交代や守備交代の際に時間が掛かりすぎ

との声もあり、今後指導していきたい。 

認定会について１種受講生として中條がお世話になっている。昨年受験でなかったので頑

張ってもらいたい。２種に関して候補者は居るが、仕事の関係で勉強会に参加できないと

いう理由から悩んでいる。３種に関しては、各チームに通知し少しでも多くの方に受験 

してもらえるようにしたい。 

５月に県西女子リーグのＡクラス及びＢクラスの協力を得て、市内中学校との親善試合を

行った。中学生には大変好評であり、良かった。 

 

・仕事の関係で土曜日の勉強会に参加できないということであるが、何かの機会をもって

出席というような形で何か考えなくてはならないのでは。 

・無理して土曜日に出られないと分かっているのであれば、模擬試験等送るので、やる気

があるのであれば実施していただき、それをもって参加とみなしても構わない。言ってい

ただいて構わないので相談してもらいたい。 

 

 



[小川町] 

３種認定会については、勉強会を開いて３種取得者と一緒にやっていこうと思う。 

 

[越生町] 

町内大会について問題点等は特にない。 

３種受講者については今後募集していきたい。 

 

[川島町] 

※本日欠席 

 

[ときがわ町] 

３種認定会について今後募集をかけていきたい。 

 

[鳩山町] 

※本日欠席 

 

[滑川町] 

※本日欠席 

 

[三芳町] 

夏季大会は終了。チーム数については１２チームあったものが１０チームに減少してしま

った。特別委員会を設け各チームから参加してもらい、今後チーム数や審判員の数をどう

やって増やしていくかなど検討している。 

３種取得者は多いが中々２種に挑戦してくれる方が少ないので、何とか数名でも受験でき

るようにしていきたい。３種について５名程度予定はしているが現段階では未定。 

 

練習試合等で監督から意見がでた。ハーフスイング（チェックスイング）の統一性がない

とのこと。審判によってスイングをとったりとらなかったりするので困っている。 

⇒8/11の実技研修で事例として研修予定 

 

[毛呂山町] 

町長杯(小学生)ではありがとうございます。９月の町長杯(一般)についてもよろしくお願

いしたい。 

３種認定会については理事会にて各チームに募集をかけている。 

・夏季リーグでの事例として、ＪＳＡのマークがはいった新しいバットであったが、使用

中に折れてしまったとの報告があがっている。 



[吉見町] 

※本日欠席 

 

[嵐山町] 

※本日欠席 

 

９ 周知事項及びその他の報告 

≪その他≫ 

問題点や質問事項について何もなかったという報告が多いが、地元で実際本当に何もなか

ったのか。県西の責任者や球場主任から報告をもらうとき、何もありませんという場合に

は報告書をもらっている。電話でもある程度説明を受けて、内容がわかれば報告書をもら

わないケースもある。本当に何もないのであれば、それでもよいが。県西の試合に出てき

てくれた審判員を見せてもらったときに、ルールの適用や措置が本当にできているのかと

いうこと。 

前回、３種のフォローアップを開催したときに、居合わせた地元毛呂山町のチームが県西

の審判員のレベルはあんなに低いのかと言っていた。あれで自分たちの試合の審判をやっ

てもらっているのだから、あまり信用はできないとも言っていた。あくまでも３種で、審

判をやったことがないような方も沢山いる中で、そういった方たちを集めて基本から指導

しているので初めは仕方ない旨の説明はさせてもらった。何もなければ構わないが、そう

いったことも含めて地元ででていないのかどうか。何か問題点があれば解消法等を話して

おかないと、せっかく役員が集まっているのに意味がないのではないか。 

 

[ふじみ野市] 

投手が前の試合と同一選手にも係わらず、登録名が違ったという事例 

 

[東松山市] 

無通告で選手交代した後、相手チームからアピールされた。交代の控え選手がいないため 

没収試合としたという事例。審判員も交代については認識していたが、審判員からは言え

ないためそのまま黙っていたが、何気なく監督に教えてしまってもよいものか。 

⇒それとなく、おかしいなと思ったら監督の方を向いてみたり、監督の目を見るなど、或

いはオーダー表を出してみるとか、そういったさり気ない仕草は一つの方法。没収試合に

することが審判の役目ではない。ＤＰ・ＦＰを採用して選手が１０人とか１１人の場合、

そういったことも想定されるため、試合前にアドバイスしてあげるなど気配りも必要。 

 

 

 



≪周知事項≫※本日配布の審判部長会議資料より 

 

【県西支部審判員の皆様へ再周知】Ｐ７ 

伝達研修会でも配布したものであるが、再度読み直して再確認してほしい。 

 

【県西支部審判員の皆様へ再確認事項】Ｐ８ 

①打者が打撃姿勢を止めたのを見て、投手が投球を止めてしまった時の対応について 

投手がそのまま投球したときはそのまま判定することとし、投球を止めてしまった場合、

不正投球はとらないこととする。 

 

②判定の覆しについて 

今年２件事例がおきている。１件は高校のインターハイ(埼玉栄の試合)でおきている。 

覆しても良いのは、落球の場合、及びフォースプレイとタッチアウトの勘違い。それ以外

については判定したものを覆してはならない。再確認である。 

 

③プレイングマネージャーの打ち合わせについて 

・監督が選手として出場しているとき、タイムを要求して打ち合わせ⇒打ち合わせを取る。 

・監督がベンチに居て、守備側の選手として出場中のコーチがタイムを要求して打ち合わ

せ⇒打ち合わせではない。 

・監督(コーチ)が選手として出場中に、タイムを取らないで打ち合わせ⇒警告を与え審判

員の判断で打ち合わせを取ってよい。 

 

④球場主任について 

・球場主任は朝のうちに全員の前で副主任を決めて周知しておく。 

・試合後の反省会について、せっかく試合を真剣にやっても終わったあと安心して笑いな

がら反省会をやるようでは駄目である。そういうところをチーム関係者などが見ると非常

に印象が悪い。試合を一生懸命やっても遊びながらやっていると思われてしまうので、反

省会等が終了してからリラックスした方がよい。 

・全体反省会については、皆に知っておいてもらいたいこと、次に繋がること、問題にな

りそうなこと、は必ず発表して周知しておく。 

・最終的に、何かトラブル等なかったか記録と確認をとっておく。 

 

☆球場主任は、その会場の責任者となっているので、その球場での指導・注意等は球場主

任又は指名された副球場主任が行う。指導をしたくなる気持ちは分かるが、他の審判員は

その場で勝手に指導等はしないこと。 

 



☆球場主任が給水時に気をきかせてグランド内に入ってしまうときがある。試合中に気が

付いたことや、目に付いたことが必ずあるはずである。試合の中で注意して直していくと

いうことも球場主任の役目である。職場放棄した状態であり、その間に他の審判員があれ

これと言ってしまうのも良くないことである。そういうときは、空いている審判員や副審

に中に入ってもらうなど指示を行う。 

 

【県審判委員会・県西審判部指示事項の再確認】Ｐ９ 

・内容について再確認しておくこと。 

 

 

上記資料(Ｐ７～９)の内容については、必ず地元協会・連盟の方に周知いただき、後で知

らなかったということのないようにお願いしたい。 

 

 

 

【第２回審判部長会議終了】 

 

 

 

 

 

以上 

 

 [書記担当：川村 町村 関谷] 


