
スコアブック 

スコアブックとは色々なスポーツにおいて試合の内容を記録する「記録簿」の

ことです。この記録簿にはひとつひとつのプレーや得点過程、選手交代等々、

試合の中で起こる様々な出来事を記号や数字を使って記録します。 

 

野球のスコアブックでは、主に次のような内容を記録することとなります。 

 

ストライク、ボールや、ファウルなど、『投球の内容』 

ヒット・ゴロ・フライ・バントなど、『打撃の内容』 

進塁や盗塁、走塁死など、『走塁の内容』 

代打や代走、投手継投といった『選手交代』 

 

では、何のためにスコアブックを記入するのでしょうか？ 

それは、単なる記録にとどまらず、チームの分析に役立つということ。 

 

自分のチームについては、チームや選手の長所や短所を見つけ、作戦に活かし

たり、練習課題を見つけることができます。 

また、相手チームの分析を行うことで、作戦立案に役立てることができますね。 

 

もちろん我が子のプレーを記録に残すこともできますよ。ビデオや写真とは、

ひと味違った大切な記録（思い出）になります。 

 

本講座では、基本的なスコアブックのつけ方について、初めての方でもなるべ

く分かりやすいように、ご説明していきます。 

 

スコアブックのつけ方には、色々なやり方があり、チームによっても異なる部

分があるようですが、本講座では、実際に我がチームで使用されている記入方

法と一般的な記入方法に基づいて、ご説明していきます。 

 

スコアブックを覚えることで、野球のルールもよく分かり、より野球が楽しく

なること間違いなし！みなさんも、ぜひ積極的に取り組んでみてください。 

 

 

 

 



守備位置のあらわし方 

スコアの記入についての具体的なお話を始める前に、まずは守備位置のあらわ

し方について、ご説明しておきます。 

ご存知の通り、野球には９箇所の守備位置（ポジション）があります。 

ピッチャー、キャッチャー、ファースト、ライト等々です。 

ですが、スコアをつける際に、「ピッチャー」、「ショート」のように、いちいち

文字で守備位置を記入していると、試合の中で刻々と変化する状況、目の前で

展開されるプレーの早さには、到底ついていけませんよね？ 

では、どうすれば早く記入することができるのでしょう？ 

そこで、スコアブックでは、守備位置を「１」～「９」までの「数字」に置き

換えて表現します。 

各ポジションの守備位置番号は次の通りです。 

 

 

 

 

 

  



野球用語と略号・記号 

本項では、スコアブックをつける上で必要となる、「野球用語」と、 

それを表す「略号・記号」について勉強していきます。 

 

1.ボールカウント 

投手の投球、１球１球に、球審や塁審が宣告してくれます。 

 

「○」 

ストライク。投手の投球が、ホームベース上のストライク・ゾーンを通過、ま

たは通過しなくても打者が空振りした場合に、球審が宣告します。球審が体を

伸ばし、右手を上げて「ストライーク！」とコールします。空振りのストライ

クを「●」で表して、見逃しと区別する記入法もあります。ストライクが３個

で、打者はアウトとなります。（ただし、振り逃げの場合を除きます。振り逃げ

については後述。） 

 

「－」 

ボール。投球がストライク・ゾーンを通過しなかった場合で、かつ打者が空振

りしなかった場合に、球審が構えたままの姿勢で「ボール！」とコールします。

ボール４個で、四球（フォア・ボール）となります。 

 

「∨」 

ファウル。投球を打者がバットに当て、ファウル・ゾーンに打球が落ちた場合

にファウルとなり、球審および塁審が両手を上に上げて、「ファウル」または「フ

ァウル・ボール」とコールします。ファウルとなった場合、２ストライクにな

るまでは、ストライクが１個追加されますが、２ストライクからは何度ファウ

ルを放っても、２ストライクのままです。 

 

「＞」 

けん制。投手がマウンドから走者をアウトにするために、走者のいる塁へ送球

することを、「けん制（球）」と呼び、「＞」の記号で表します。 

 

 

 

 

 



2. 四死球・三振・振り逃げ 

「B」 

四球（フォア・ボール）。Base on balls の「B」です。ボールの投球が４個とな

ると、四球（フォア・ボール）となり、打者に一塁への進塁が与えられます。 

四球によって塁上で次の打者走者（走者）に押し出された走者には、次塁への

進塁が認められます。 

 

「IB」 

敬遠による四球。捕手が立ち上がって、意図的にボールの投球を行い、四球と

なった場合、俗に「敬遠」と呼びます。四球であることには変わりありません

が、意図的（Intentional）の「I」を取って、「IB」と表現します。 

ちなみに、敬遠とみなされるのは、４個目のボールの投球を意図的に外した場

合に限られますので、３個目までのボールについては、捕手が立っていても、

座っていても、一切関係ありません。 

 

「DB」 

死球（デッドボール）。投手の投球がバットや捕手に当たる前に、直接打者に当

たった場合、死球（デッド・ボール）となり、球審は両手を上げてタイムをか

け、「デッド・ボール」または「ヒット・バイ・ピッチ」とコールして、球の当

たった部分を球審自身の体で指し示します。 

死球が発生すると、四球と同じく、打者に一塁への進塁が与えられ、塁上で次

の打者走者（走者）に押し出された走者には、次塁への進塁が認められます。 

四球との違いは、タイムがかかっているので、プレーが一時中断（ボール・デ

ッド）していることです。 

 

「K」 

見逃し三振。ツー・ストライクからの投球を打者が見逃し、ストライクとなっ

た場合には、３ストライクとなり、三振でアウトとなります。 

ツー・ストライクから、３個目のストライク（見逃し、空振り、ファウル・チ

ップ）の投球を捕手が完全捕球すると、打者はアウトとなります。完全捕球と

はストライクの投球を捕手がミットまたは手で直接捕球することを言います。

地面に触れたり、体の他の部分に当たった場合、完全捕球とはならず、いわゆ

る「振り逃げ」が発生し、打者にタッチするか、一塁または押し出された塁へ

送球することでアウトとなります。 

 

 



「SO」 

空振り三振。ツー・ストライクからの投球を打者が空振りした場合には、３ス

トライクとなり、三振でアウトとなります。「SO」とは、「Swing Out」の頭文字

です。 

「振り逃げ」になるケースは、上記の見逃し三振の場合と同じです。 

 

「 」 

振り逃げ。投手の暴投により振り逃げが発生した場合、このように記録します。 

振り逃げにより、出塁した場合には、「’」をつけて、『 ’』と記入します。 

 

3. アウトカウント・得点・残塁 

「Ⅰ」：一死（ワン・アウト） 

「Ⅱ」：二死（ツー・アウト） 

「Ⅲ」：三死（スリー・アウト）。攻守交替となります. 

「○」：得点（非自責点）自責点の区別をしない場合は、全得点を「○」で記入。 

「●」：得点（自責点）。ゲーム後に自責点の判断を行い、塗りつぶせば良いと

思います。 

「 」：残塁（塁上の走者が、本塁に帰ることなく、スリー・アウトとなった場

合 

 

4.打球の種類 

「⌒」 

フライ（飛球）。いったん空中に上がってから落下する打球をフライ（飛球）と

呼び、守備位置の数字の上に「⌒」を記入して表します。 

 

「 」 

ファウル・フライ（邪飛）。打者の放ったフライを、野手がファウル・グランド

で捕球した場合にファウル・フライとなります。守備位置の数字の横に「F」と

記入、さらに上に「⌒」を記入してフライであることを表します。 

 

「 」 

ゴロ。地面に触れて転がる打球を「ゴロ」と呼び、「 」で表します。守備位置

の数字の下に「 」を記入することで、どの野手へのゴロであるのかを示しま

す。 

 

 



「－」 

ライナー。フライのように山なりではなく、直線的に飛んでいく打球を「ライ

ナー」と呼び、「－」で表します。守備位置の数字の上に「－」を記入し、どの

野手へのライナーであるのかを示します。 

 

「８・」 

守備位置の数字の周囲に、打球の飛んだ位置を「・」で記入します。「・」がボ

ールの位置を表し、野手とボールの位置関係を表現します。左の例の場合は、

センター右側の打球。「８．９」なら、右中間手前への打球ということになりま

す。 

 

「・」 

野手がはじいた打球を、他の野手が捕球した場合、「・」で表します。「1・4-3」

であれば、投手がはじいた打球をセカンドが捕球し、一塁へ送球したことを表

します。 

 

「IFF」 

インフィールド・フライ。無死または一死で、走者一･二塁または満塁の場面で、

打者が内野にフライを打ち上げ、審判員が問題なく野手が捕球できると判断し

た場合、「インフィールド・フライ！」を宣告し、打者はアウトとなります。 

仮に、野手がフライを落としたとしても、インフィールド・フライを宣告した

時点で打者はアウトとなっています。これは、わざと野手が落球することで、

ダブル・プレーやトリプル・プレーを狙うことを阻止するための特別ルールで

す。 

 

5.バッテリーエラー 

「W」 

暴投（ワイルド・ピッチ）。投手が捕手の取れないような投球を行ったために起

こるエラー（失策）を「暴投（ワイルド・ピッチ）」と呼び、投手のエラーとな

ります。具体的には、捕手の届かないところに投球した場合や、バウンドする

投球などの場合に暴投とされます。エラーではありますが、スコア上は「W」と

表現します。「WP」と書くこともあるようです。 

 

 

 

 



「P」 

パス・ボール（捕逸）。捕手が通常捕球できるような投球を、落としたり、そら

したりすることで起こるエラー（失策）を「パス・ボール（捕逸）」と呼び、捕

手のエラーとなります。エラーではありますが、スコア上は「P」と表現します。

「PB」と書くこともあるようです。 

 

「BK」 

投手が、走者のいる場面で、走者や打者をだますような不正な行為・投球等を

行った場合、審判員は「ボーク」を宣告します。走者がいる状況でボークが発

生した場合、走者に次塁への進塁が与えられます。 

 

6.塁上・塁間のプレー 

「S」 

盗塁（スチール）。走者が投球時に次塁へ進塁することを「盗塁（Steal；スチ

ール）」と呼び、頭文字を取って「S」で表現します。 

 

「CS」 

盗塁失敗。盗塁を試みたが、失敗した場合、「Caught Stealing（捕まった盗塁）」

の頭文字をとって、「CS」と表現します。 

 

「DS」 

ダブル・スチール（重盗）。塁上の２人の走者が同時に盗塁することを、「ダブ

ル・スチール（Double Steal）」と呼び、頭文字を取って「DS」と表します。 

 

「TS」 

トリプル・スチール（三重盗塁）。塁上の３人の走者が同時に盗塁することを、

「トリプル・スチール（Triple Steal）」と呼び、頭文字を取って「TS」と表し

ます。 

我がチームが所属する奈良ちびっこ野球愛好会では、安全のためにホームスチ

ール（本塁への盗塁）は禁止されていますので、トリプル・スチールが起こる

ことはありません。 

 

 

 

 

 



「DP」 

ダブル・プレー（併殺）。一連のプレーの中で、２個のアウトが発生することを

「ダブル・プレー（Double Play）」と呼び、頭文字を取って「DP」と表現しま

す。「一連のプレー」とは、投手の投球から、ボール・デッドとなるまで、また

は投手にボールが帰って来るまでという理解で概ね問題ないと思います。6-4-3

等の内野ゴロでのダブル・プレーや、フライやライナーで飛び出した走者のリ

タッチ義務によるダブル・プレーが代表的です。 

また、ダブル・プレーは、俗に「ゲッツー」とも呼ばれます。「ゲット・ツー・

アウト（Get Two Outs）」の略です。 

 

「TP」 

トリプル・プレー（三重殺）。一連のプレーの中で、３個のアウトが発生するこ

とを「トリプル・プレー（Triple Play）」と呼び、頭文字を取って「TP」と表

現します。非常に珍しいプレーですが、時々起こります。 

 

「TO」 

タッチ・アウト。ボールを持った野手が、打者走者または走者にタッチしてア

ウトとなった場合、「TO」と記入してフォース・アウトと区別することもできま

す。 

 

「A」 

野手が捕球後、一塁を踏んだことを表します。「3A」なら一塁手が捕球後、一塁

ベースを踏んだということになります。 

 

「B」 

野手が捕球後、二塁を踏んだことを表します。ショートが捕球後、二塁を踏ん

だ場合、「6B」となります。 

 

「C」 

野手が捕球後、三塁を踏んだことを表します。サードが捕球後、三塁を踏んだ

場合、「5C」となります。 

「H」 

野手が捕球後、本塁を踏んだことを表します。捕手が捕球後、投手にトスをし

て、投手が本塁を踏んだ時には、「2-1H」となります。 

 



7. 犠打・犠飛 

「◇」 

犠打（犠牲バント）。走者を次の塁に進めるために行うバント（送りバント）や、

三塁走者を本塁へ迎え入れるためのバント（スクイズ）などを「犠打」と呼び、

「◇」の記号で表します。犠打は打席数には数えませんが、スクイズが成功し

た場合の打点はカウントされます。 

 

「◇」 

犠飛（犠牲フライ）。三塁に走者がいる状況で、打者がフライ（飛球）を打ち上

げ、タッチ・アップにより三塁走者が本塁へ生還した場合、その打席を「犠飛

（犠牲フライ）」と記録し、「◇」で表します。犠飛は広義の「犠打」に含まれ

ますので、同じ記号で表します。一塁走者または二塁走者がタッチ･アップによ

り進塁しても、犠飛とはなりません。「タッチ・アップ」とは、走者がいる状況

でフライやライナーを野手がノー・バウンドで捕球した場合、走者は捕球後、

いったん自らのいた塁にタッチすれば、次塁に進塁できるということです（リ

タッチ義務が発生）。 

タッチ･アップにより進塁した走者のスコアには、③のようにフライを放った打

者の打順を○で囲んで、どの打者のフライで進塁したのかを示します。 

 

「◆」 

犠牲バント失敗。犠牲バントを試みたが、塁上の走者が次塁でアウトとなり、

進塁できなかった場合、「◆」の記号で表します。 

 

8. エラー・野選・妨害 

「E」 

エラー（失策）。野手が通常であればアウトが取れる打球を、自らのミスによっ

てアウトにできなかった場合、当該野手の守備位置番号にエラーの「E」を加え

て、「6E」のように表現します。 

 

「FC」 

野手選択（フィールダーズ・チョイス）。野手が通常であれば一塁でアウトが取

れる打球を、先の塁へ向かう走者をアウトにしようと送球し、結局全ての塁が

セーフになってしまった場合、野手の選択が悪かったということで、「野手選択

（野選； Fielders Choice）」と呼び、英語の頭文字を取って、「FC」と表しま

す。 

 



「#」/「IF」 

打撃妨害（インターフェア）。捕手のミット等が打者のバットに当たった場合な

どに、球審が「打撃妨害！」または「インターフェア！」と宣告します。この

場合、球審はタイムをかけて打者に一塁への進塁を与えますが、打者の放った

打球がヒットであればそのまま流し、攻撃側に有利な結果を優先します。 

 

「OB」 

走塁妨害（オブストラクション）。野手がプレーとは関係のないところで、走者

の走塁を妨害した場合、審判員が「走塁妨害！」または「オブストラクション！」

を宣告し、妨害がなければ走者が進塁していたであろう塁までの安全進塁権を

走者に与えます。「オブストラクション（Obstruction）」の頭文字を取って「OB」

と表します。 

 

「IP」 

攻撃側の反則行為によるアウト。主なものは守備妨害で、走者や打者走者が、

故意に守備を妨害したり、打球に当たったりした場合に、審判員は「守備妨害！」

または「インターフェア！」と宣告し、妨害した走者・打者走者をアウトとし

ます。「Illegal Play（反則プレー）」の頭文字を取って、「IP」と表現します。

また、走者が前の走者を追い越した場合なども、反則行為となり、「IP」で表し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ヒット 

：シングル・ヒット（単打） 

：ツーベース・ヒット（二塁打） 

：スリーベース・ヒット（三塁打） 

：ホームラン（本塁打） 

：内野安打 

 

 

「B」 

セーフティ・バント等、打者が行ったバントがヒットとなった場合、「バント」

の頭文字を取って、上記内野安打のマークに守備位置番号と「B」で「B5」のよ

うに記入し、バントによるヒットであることを区別します 

 

「T」 

ふらっと上がったフライが野手の間にポテンと落ちる「テキサス・ヒット」ま

たは「ポテン・ヒット」は Texasの頭文字を取って、「T」で表し、近い位置の

野手の守備位置番号の前に「T」をつけます。 

 

 

 



10. 選手交代 

「PH」：代打（ピンチ・ヒッター） 

「PR」：代走（ピンチ･ランナー） 

「P」：投手交代（ピッチャー交代） 

 

11. その他 

打者一巡してしまった。次の回以降の数字を訂正して、書き直します。 

例えば、１回に打者一巡した場合には、２回の欄の「２」を訂正して、「１」

と書き直します。 

  



1 打席分の記入 

 

１打席分のスコアカードは次のようなゾーンに分かれています。 

1) ■：紫  投球ゾーン（ ）

投手の打者への投球、主にストライク、ボール、ファウル等について記入するゾーンです。 

3 項で出てきた通り、ストライクは「○」、ボールは「－」、ファウルは「Ｖ」、けん制は「＞」で表し

ます。 

 

2) ■：赤  打撃ゾーン（ ）

打者の打撃結果について記入するゾーンです。打球の飛んだ位置や守備側プレーの流れなど、 

打者の打撃結果や打者走者の一塁への走塁の際に、どんなプレーが起こったかを表すゾーンです。 

3) ■：青  二塁への走塁ゾーン（ ）

走者や打者走者の二塁への走塁の際に、どんなプレーが起こったかを表すゾーンです。 

4) ■：緑  三塁への走塁ゾーン（ ）

走者や打者走者の三塁への走塁の際に、どんなプレーが起こったかを表すゾーンです。 

5) ■：黄  本塁への走塁ゾーン（ ）

走者や打者走者の本塁への走塁の際に、どんなプレーが起こったかを表すゾーンです。 

6)  結果記入ゾーン（□：白）

アウト「Ⅰ」「Ⅱ」「Ⅲ」、得点「○」「●」、残塁「 」といった、打者や走者の最終結果を表すゾー

 ンです。

 

 

  



スコア記入の流れ 

前項までで、スコアブックに必要な基礎知識（用語や記号）等を中心に、説明

を進めてきました。 

ここからは、実際にスコアの記入に移っていくわけですが、その前に、本項で

は、スコアブック記入に関する全体の大まかな流れをご説明しておきたいと思

います。 

試合前 

スコアブックを監督さんから受け取り、あらかじめ記入できる部分を記入しま

す。 

日付、天候、試合会場、チーム名などを記入し、さらに両チームのメンバー表

を入手したら、 

メンバー表に書かれた打順に沿って、選手名、背番号、守備位置などを記入し

ておきます。 

時間がない場合等は、背番号と守備位置だけでも構いません。 

選手名は背番号さえわかれば、後から記入できますので。 

試合中 

 1. 試合開始後、まず記入するのは開始時刻。 

球審が「プレイ」を宣告した時刻を記入すると同時に、ストップウォッチを

動かし、計測を開始します。少年野球の場合、60分や 70分といった時間性

のゲームが多く、残り時間の正確な把握は、勝敗をも左右する重要な作戦立

案の要素です。忘れずに確認しましょう。 

もし忘れた場合でも、周りの誰かが時計を見ているはず。あわてずに確認し

ましょう。 

 2. では、いよいよ試合内容の記録が始まります。 

まずは、投手の投球に注目。ストライク、ボール、ファウルなどを順番に記

録していきます。 

3. 打球が飛んだら、どこに飛んだか、ボールはどういう経路で送球されたか、

その結果打者走者はどうなったか等々、順にプレーの結果を記録していきま

 す。

 



4. 走者が出たら、走者の動きもチェック。 

どの打者の打席で、どの投球の際に、どんな走塁が起こったのかについても

記入していきます。 

記入の基本は、まず打撃の結果を記入し、そのプレーによる走者の結果を記

 入するという手順です。

5. スリー・アウト（三死）となれば、攻守交替（チェンジ）となります。 

「//」マークを記入することで攻撃終了を表し、また次回の先頭打者が分か

るようにします。 

その回の得点と投手の投球数などを集計して記録しておいて下さい。 

得点差によって作戦も変わりますし、投球数は投手交代の目安となりますの

 で、監督さんから確認されることもあります。

6. 選手交代には注意が必要。少年野球の場合、特定のポジション専任の選手と

いうわけではなく、一人の選手が色々なポジションを守ることが多いもので

す。 

したがって、選手交代の際には、誰が誰の代わりに入って、どのポジション

を守るのか、 

打順は何番なのか、先に出ていた選手はベンチに下がるのか、他のポジショ

ンに移るのか 

 ということも確認しながら、正確に記入しましょう。

7. 試合中にどうしても記入方法が分からない場合は、メモを取っておけば良い

と思います。 

 どんなプレーだったのかさえ後から分かれば、後で記入することができます。

試合後 

無事試合が終われば、本塁前に両チームが整列し、球審が「ゲーム！」または

「礼！」と宣告します。この時点で正式な試合終了となります。試合終了時刻

を確認しておいて下さい。 

挨拶が終われば、まずはベンチを空けます。荷物と椅子をかたづけて移動しま

す。 

その後、スコアの確認です。記入した内容に間違いはないか、書き方が分から

なかったプレーの 

確認等を行います。最後に、スコアブックを監督にお返しして任務完了となり

 ます。

 


