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全日本女子野球連盟内規 

（２０１８年度） 

 

一般社団法人全日本女子野球連盟は、野球規則における国内の女子野球内規に

ついて加盟団体および関係各所と協議の上、下記の通り定める。 

 

１．使用バットについて 

全日本女子野球連盟では、女子野球各種大会（日本国内大会に限る）で使用できるバットに

ついて以下のとおりとする。 

(1)  

認可の種類 

① 木製バット 

② 木片の接合バット 

③ 竹の接合バット 

④ 金属製バット 

▽ 金属製バットは経済産業省認可のＳＧ基準に適合した、ＳＧマーク 

（右図参照）添付の製品及び WBSC（世界野球ソフトボール連盟）女

子野球ワールドカップ・アジアカップにおいて使用が認められている製

品に限る。 

(2) 

 色彩 

① 使用できる木製の着色バットは以下の通りとする。 

１． 黒色・ダークブラウン系・赤褐色系および淡黄色系とする。 

２．木目を目視できるものとする。 

３．拙劣な塗装術を用いていないものとする。（例えばボールに塗装が付着 

するなど） 

② 金属製バットの本体色、グリップ色についての色彩は問わない。 

 (3)  

その他の注意 

①金属製バットの表面にへこみ、ヒビ割れや、グリップのゴムや皮にゆるみ、破れがないか

注意すること。 

 

２．投手の使用グラブについて 

投手の使用グラブはボールとの見分けが困難となるため、白系・グレー系の使用は不可とす

る。縁取り、しめひも、縫い糸を除くグラブ本体（捕球面、背面、ウェブ）は１色であるこ

とが望ましい。但し、2020 年度以降は１色でなければならない。 



３．ヘルメットの着用について 

（1） 

ベースコーチは、攻撃期間中、コーチスボックス内においてヘルメットを着用しなければな

らない。 

（2） 

攻撃期間中、打者および塁上の走者は両耳フラップヘルメットを着用しなければならない。 

(3) 

打撃練習時に打撃投手を務める場合は、必ずヘッドギアを着用すること。 

 (4) 

捕手が投球を受けるときは、捕手の防護用ヘルメットおよびフェイスマスクを着用する

こと（3.08d）。 

 

４．サングラス 

出場選手及びベースコーチがサングラスを使用する可能性のある時は、試合前（メンバー交

換時）に主催者・審判員に申し出て許可を得たものの使用を認めることとする。また、著し

く反射するサングラスの使用は認めない。又、サングラスを目に着用せず、帽子に載せる、

首から提げる等については、プレイ中の危険を伴うため一切認めない。 

 

５．装飾品 

腕時計・ブレスレット・ピアス・イヤリング・ネックレスのような身体の外に出る宝石装飾

品、あるいは審判員によって危険と判断されたものは、試合中に着用してはならない。 

 

６．マウスガード（マウスピース） 

白または透明なものに限り使用を認める。 

 

７．ベースコーチ（ランナーコーチ） 

試合から退いたプレーヤーが、ベースコーチになることを認める。又、ヘルメットの着用を

義務づける。 

 

８．規定回数 

球審によって打ち切りを命じられた試合(コールドゲーム)が正式試合となる規程回数｢五

回｣、規則 7.01(c)の規程を適用する。 

 

９．オーダー用紙の取り扱いについて 

オーダー用紙の誤記に関する事例の取り扱いを次の通りとする。 

(注) 登録選手とは、当該大会及びリーグに選手登録された選手をいう。 



オーダー用紙とは、当日ベンチ入りする選手すべてを記載したもの。 

ケース１；試合前のオーダー用紙交換時点で大会本部の登録原簿照合により誤記に気付い

た場合。 

(処置) 出場選手、控え選手を問わず、氏名、背番号の誤記を発見した場合、注意を与えて書

き改めさせ、罰則は適用しない。登録原簿以外の選手が記載されていた場合は、当該選手の

記名は不可とする。 

ケース２；オーダー用紙交換終了後、試合開始までに誤記が判明した場合。 

(処置) 誤記に関する訂正は認められない。登録原簿通り記載された選手しか出場資格はな

いため当該選手の出場は差し止めとなるが、チーム全体の没収試合とはしない。 

ケース３；試合中に誤記が判明した場合。 

(処置１) 登録選手間の背番号の付け間違いは、判明した時点で正しく改めさせ、罰則は適

用しない。 

(処置２) 登録外選手が判明したときは、実際に試合に出場する前であれば、その選手の出

場を差し止め、チーム自体の没収試合とはしない。（代打などの通告を本部で原簿照合して

判明したときなど） 

(処置３) 登録外選手が試合に出場、これがプレイ後判明したときは、大会規定により試合

中であれば没収試合とし、試合後であればそのチームの勝利を取り消し、相手チームに勝利

を与える。 

 

１０．盗塁時の守備妨害 

規則 6.03(a)(3)走者が盗塁を企てたとき、捕手の送球を打者が妨害したかどうかの判断は、

打者が現実に捕手の守備行為を妨げたかどうかによることを原則とする。 

 

１１．本塁での走塁妨害 

規則 6.01(h)【付記】（捕手のブロック）の適用について、女子硬式野球では高校野球に準じ、 

捕手は『ボールを保持しているときしか塁線上に位置することはできない』こととする。 

〔規則適用上の解釈〕 

(1)  

走塁妨害を適用するのは、『あくまで捕手のその行為がなければ当然本塁に到達できた』と

判断できる場合である。 

(2)  

捕手のその行為が走塁妨害にもかかわらず、瞬間的に「アウト」のコールをした場合でも、

改めて「オブストラクション」の宣告をしなおす。 

(3)  

走塁妨害適用外であってもそのような行為があった場合は、試合を停止したうえで、捕手に

対して厳重に注意すること。 



(4)  

ボールを保持する前の捕手の立つ位置は次の通りとする。 

① ホームベースの中央線より右側に立ち、ベースの左半分を走者に見えるようにすること。 

② また、捕手がホームベースより後方に位置するときでも、ホームベースと三・本間のラ

インが重なる三塁よりの接点（別図 b 点―b’）から前方に出てはいけない。 

 

 

 

 

【別図】 

 

(5)  

捕球してからの動き 

ボールを保持しているときは、塁線上に移動してタッグをしてもよい。 

 

１２．投手及び投球動作 

(1)  

ワインドアップポジションの投手 

ワインドアップポジションをとった右投手が三塁（左投手が一塁）に踏み出して送球するこ

とは、投球に関連した足の動きをして送球したとみなされるから、ボークとなる。 

投手が投球に関連する動作をして両手を合わせた後、再び両手をふりかぶることは、投球を

中断または変更したものとみなされる。投球に関連する動作を起こしたときは、投球を完了

しなければならない。（規則 5.07a(1)）（アマチュア野球内規③参照） 

(2)  

打者の背後にウェストボールを投げる 

投手がスクイズプレイを防ぐ目的で、意識的に打者の背後へ投球したり、捕手が意識的に打

者の背後に飛び出したところへ投球したりするような非スポーツマン的な行為に対しても

規則 6.01(g)を適用し、走者には本塁を与え、打者は打撃妨害で一塁へ進ませる。（規則 6.01g） 



（アマチュア野球内規⑨参照） 

(3) 

投手の遅延行為 

走者が塁にいるとき、投手が投手板から軸足をはずして、走者のいない塁に送球した（送球

するマネも含む）場合、または、投手板上からでも軸足を投手板からはずしても、塁に入ろ

うとしていない野手に送球した場合には、投手の遅延行為とみなす。（規則 6.02a(4)、

6.02a(8)、6.02c(8)）（アマチュア野球内規⑪参照） 

 

 

(4) 

投球する手を口または唇につける 

規則 6.02(c)(1)のペナルティに代えて、審判員はその都度警告してボールを交換させる。（規

則 6.02c）（アマチュア野球内規⑫参照） 

 

１３．マナーアップに関する取り決め事項 

(1) 

禁止事項 

①サイン盗み行為の禁止 

走者から打者へのサインの伝達の禁止。紛らわしい動作も禁止する。 

②暴言、汚い野次の禁止 

相手チームや審判員などへの暴言や中傷的な野次を禁止する。 

③投手交代、本塁打時の出迎え禁止 

投手交代や本塁打時にベンチから出ての迎え入れを禁止する。 

④ユニフォーム着用時の喫煙禁止 

ユニフォーム着用時の喫煙を禁止する。 

⑤審判服着用時の喫煙禁止 

審判服着用時の喫煙を禁止する。 

⑥『ミットを動かすな運動』として以下を禁止する 

・捕手が投球を受けたときに意図的にミットを動かすこと 

・捕手が自分でストライク・ボールを判定するかのような行動をすること 

・球審の「ボール」宣告にあたかも不満を示すようにしばらくミットを静止させること 

(2) 

スピードアップに関する規定 

①スピードアップ 



１．投手の準備投球を８球以下・1分以内（野球規則 5.07（ｂ））とする。 

２．投手は、捕手、その他の内野手または審判員からボールを受けた後、走者がいない場合には

１２秒以内に、走者がいる場合は２０秒以内に投球しなければならない。 

違反した場合、球審は走者が塁にいない場合はただちにボールを宣告し、走者がいる場合は

警告を発することとし、同一の投手が２度繰り返したら、３度目からはその都度ボールを宣

告する。 

なお、塁に牽制球を送球したときは、２０秒の計時をリセットする。 

３．監督またはコーチ、捕手以外の選手が投手のもとへ行くことに関して、規則5.10ℓ8.06を適用 

する。 

   （高校女子硬式野球においては試合中監督がグラウンドへ出ることができないと定められて

いるので適用しないが、基本的には監督またはコーチの箇所を伝令と置き換えて解釈する） 

４．監督またはコーチ、捕手以外の選手が１試合（７イニングス）に投手のもとへ行ける回数を 

３回までとする。 

この場合、投手を交代させた場合は回数には数えない。 

３回投手のもとへ行った後、４回目以降に行けば、そのときの投手は自動的に試合から退かな 

ければならない。 

スピードアップの観点から､監督またはコーチが捕手を呼びよせる行為も同様とする。 

５．イニングの途中で投手を交代させる際に監督またはコーチ、捕手以外の選手が投手のもとへ行

き、新しい投手が準備投球を始めた後もそのまま留まっていた場合には１回に数える｡ 

また､イニングの初めから投手を交代させる場合においても､監督またはコーチ、捕手以外の選

手がマウンドへ行った場合１回に数える｡ 

６．監督またはコーチ、捕手以外の選手が４回目に投手のもとへ行くとき、または１イニングに２

回目に投手のもとへ行くときは、監督は投手のもとへ行く前に球審に投手の交代を告げなけれ

ばならない。 

７．ダブルスイッチ（投手交代と同時に野手も交代させて､打撃順を入れ替える）の場合､監督はファ 

ウルラインを超える前に､複数の交代と入れ替える打撃順を球審に通告しなければならない｡監

督またはコーチがファウルラインを超えてしまえば､その後にダブルスイッチすることはできな

い｡(5.10b3.06【原注】) 

８．監督またはコーチ、捕手以外の選手が投手のもとに行った場合、審判員がタイムをかけてから４ 

５秒以内に打ち合わせを終了する。（投手と捕手の会話は 10秒以内であればタイムとカウント 

しないが、それを超える場合にはタイムとカウントしベンチへ伝達する） 

９．監督またはコーチが投手のもとに行った際、捕手含む内野手もマウンドへ行くことができる。捕 

手以外の内野手が投手のもとへ行った回数はタイムに数えられる。 

なお、投手交代により新しく出てきた投手が準備投球を終えた後、捕手が投手のもとへ行っても、 

捕手が投手のもとへ行った回数には数えない。 

10．１試合につき攻撃側の話し合いを３回まで認める。攻撃側の話し合いは、監督が打者、走者、打



者席に向かう次打者またはコーチと話し合うためにタイムをとって試合が遅れる場合にカウン

トされる。 

なお、延長回に入った場合は、それ以前の回数に関係なく、１イニングスにつき１回の話し合い

が認められる。 

ただし、攻撃側の責めに帰せないタイム中（例えば、守備側が投手のもとに集まっているとき、 

選手が負傷したとき、選手の交代のときなど）に話し合いを持っても、さらに試合を遅延させな 

い限り、回数には数えない。 

11．女子硬式野球では守備側の監督が球審に敬遠する意思を伝えると、投手が捕手にボール球を 

４球投げなくとも打者は四球となる申告敬遠を 2018 年より各リーグ、大会主催者の判断によっ

て採用する。全日本女子野球連盟主催大会はこれを採用する。 

（定義７）BASE ON BALLS「ベースオンボールス」（四球）〈2.07〉打者が攻撃中に 

ボール４個を得るか、《守備側チームの監督が打者を故意四球とする意思を審判に示し、》 

一塁へ進むことが許される裁定である。《守備側チームの監督が審判員に故意四球の意思を 

伝えた場合（この場合はボールデッドである）、打者にはボール 4個を得たときと同じように、 

一塁が与えられる。》（5.05b1） 

 

１５．ベンチ前のキャッチボール禁止 

（規則 5.10(k)の順守）但し、球場及びグラウンド環境・施設によって制限がある場合は

ベンチ前キャッチボールを認める 

 

 

 

 

 

 

◎2020 年 4 月以降 国内大会の女子硬式野球各種大会から施行されるルール 

≪以下、日本野球連盟に準じ以下に定めるが 2020 年度までは猶予期間とする。≫ 

１．使用グラブについて 

（1） 

投手用のグラブに個人名の刺繍を入れる場合、野球規則（3.07）どおり、その色はグラブ本

体と同色とする。なお、個人名以外にチーム名および背番号の刺繍入れも認めるが、個人名

を含めそれらは親指の付け根部分１ヶ所に限るものとする。 

また、個人名刺繍は最長でもグラブの親指部分の半分を超えないものとする。 

（2） 

投手用グラブのウェッブには、同色であれば背番号のプレス、刻印（レーザー刻印）または

切り抜きを認める。ただしその大きさは、縦３．５センチ横３．５センチ以内とする。 



（3） 

投手用グラブのはみ出し部の色彩は、グラブ本体と同系色で目立たないもの、もしくは革の

自然色とする。 

（4） 

メッシュ入りの投手用グラブについて 

① メッシュ入りのグラブを認める。ただし、野球規則（3.07）規定のとおり、投手用のグ

ラブは全体が一色であることが必要である。 

②メッシュの部分と他の皮の部分の色が異なるグラブおよび他の部分が、たとえば色褪せ

て本来の色を失ったり、変色したりして明らかに“二色”に変わったグラブは、上記規則に 

抵触すると判断し、その使用を禁止する。 

（5） 

野手のグラブについて 

野球規則（3.07）に、「守備位置に関係なく野手は PANTONE®の色基準 14 番よりうすい

色のグラブを使用することはできない。」とあるが、全日本女子野球連盟では 2020 年度ま

では猶予期間とし使用を認める。（白系のグラブはボールとの見分けが困難となるため使用

不可とするが、紫・ピンク等の使用は認める。） 

 

２．使用スパイクについて 

（1）金属製・ポイントシューズの使用とする。ただし、球場の仕様により指定する場合が

ある。 

（2）スパイクのカラーはチーム統一とする。（監督、コーチ、トレーナー等スタッフは含ま

ない） 

（3）足首防護目的のハイカットスパイク、ミドルカットスパイクは使用しても構わない。 

（4）カラーはチーム統一とするが、メーカーは問わないものとする。 

  例)白系スパイクに赤ライン、黒一色、白・紺２色ベースに赤ライン等 


