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はじめに 

 今回で 14 回目の国際大会への参加になります。海外は 4 回目。世界選手権として

はジュニアのチェコで行われた大会以来です。2 月の要請から始まり、3 月からの申し

込み手続き、4 月の愛知県での体力テスト及び筆記テスト。5 月 6 月はネット上での

グループテスト。7 月への大会参加へと細かいことが続いた半年間でした。大変だっ

たような、充実していたような複雑な時間を過ごしました。しかし、終わってみると

また世界観が変わり、ルールの違いやジェスチャーの違い、タイミングの違い等学ぶ

ことが多かったような気がします。今回も職場や家族に迷惑をかけてしまいました

が、何とか終わることができました。日本から 2 名の派遣ということで、足袋抜豊松

氏と行けたことは、本当に心の支えであり癒された感があります。今回の審判団は地

域が広範囲に渡っていて楽しく優しい方々でした。カナダ、アメリカ、ベネゼエラ、

キューバ、プエルトリコ、ニュージーランド、オーストラリア、チェコ、ドイツ、南

アフリカ、ボツワナ、日本でした。世界中の友人ができたことにも感謝いたします。 

 

7 月 3 日 月曜日 

 宮城県を午前中に出発、東京にはお昼過ぎに到着。羽田空港には 15 時ころ到着し、

モバイル Wi-Fi を借りる手続等を行いました。今回はモバイル Wi-Fi を借りるかどう

か迷いました。今世界中で Wi-Fi 環境が整ってきているので、別に借りなくてもいい

かと思いましたが、結果的に借りて行っ

て大成功でした。私の使っているソフト

バンク携帯はホワイトホースでは繋がり

ませんでした。そこで、使えるのが

LINE というアプリでテレビ電話、通

話、メール等がどこでもタダでできまし

た。パソコンやタブレット等 10 台まで

接続できるので重宝します。試合会場の

アンパイアルームには専用の Wi-Fi が設

置されていました。ホテルの大丈夫でし

たが、それ以外の場所はモバイル Wi-Fi

のお陰で助けられました。1 日 630 円で

借りられるので、今後海外へ行かれる方

は是非お使いください。 

 夕方 17 時 30 分に羽田空港内の一室に

集合し、激励会が執り行われました。闘志にみなぎった選手団の表情が忘れられませ

ん。昨年ニュージーランドを破った試合もあったと聞いていたので、今回のメダルに

期待していました。21 時 50 分カナダへ向かいフライトしました。 
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7 月 4 日 火曜日 

 国際日付変更線を超え 9 時間のフライト

後、14 時 55 分バンクーバー到着。20 時 00

分まで時間を潰し、食事等をした後ホワイト

ホースへ向けて出発。 

 

 

夜 22 時過ぎに到着。まだ明るい。 

 

7 月 5 日 水曜日 

とにかく寒い日が続いています。ジャケットを

購入しました。足袋抜さんも赤いパーカーを購

入しました。異常気象のようで今年のホワイト

ホースは寒いそうです。今日の昼飯と夜飯の会

場です。和食が食べられて、日本語も通用して

最高でした。明日からは練習試合の審判が入

り、いよいよ本格的モードに入ります。今日は

私の誕生会な

ので、石川県

の足袋抜さん

が全て御馳走

してくれまし

た。感謝です。明日から頑張ります。 
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7 月 6 日 木曜日 

こちらカナダは寒い(( ⛄️))9 度です。

上着を購入しました。足袋抜さんは長袖、

長ズボンが一つも無く、スポーツ店でジャ

ージを購入しました。 

昨日の昼と夜は寿司屋で食事。今朝は日

本から持参の米と味噌汁、振りかけ、海苔

を食べて御満悦。そして、近くのホテルで

洗濯をしようと思ったら、玄関で審判長の

ボブと対面、挨拶を交わしました。今から

洗濯物を取りに行き、午後は日本対アルゼ

ンチンの練習試合の審判です。頑張ろう！ 

アルゼンチンとの練習試合。双方５人の

投手をくり出し、５ー５の引き分け。アル

ゼンチンはなかなかの強敵です。 

 

本戦の試合会場は素晴らしい球場です。

審判控え室も綺麗でした。今日は練習試合

と監督会議などがありハードな１日かもし

れません。昨晩は世界中の審判との飲み会

でした！ 

 

 

本日は 9 時集合で 10時から監督会議。12

時 30 分からアンパイアミーティング、14

時 30 分まで昼食を済ませ球場確認に行くは

ずが、英語が分からず昼飯を食いそびれ、

17時からホテルでまた審判ミーティング。

理解不能な言葉を約 3時間聞かされまし

た。19時からアンパイアたちとディナーと

聞いていたら、足袋抜さんが車に乗せら

れ、驚いて私も車に乗ったら、着いた所は

練習試合会場、足袋抜さんは私の JSAのポ

ロシャツとジャージと帽子無しで審判中。

現在 19時 36 分真昼の明るさです。腹へっ

た 🍴 😭本日もまた珍道中です。 
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嫌な予感が的中！練習試合の審判をさせられ終了時刻 22時！只今マックで食事中。

明日は 5時 30分起床、一試合目時計係、三試合目三塁、18 時からオープニングセレ

モニー、19時 30 分から二塁、何時間働かせるんだ？(笑)54 歳にはキツイ でも、足

袋抜さんは 64歳本当にタフな方です。脱帽です。 

 

 7 月 7 日 金曜日（大会 1 日目） 

今日は 20000 歩達成。昨晩は寝つけず徹夜。

時差と興奮と空腹のせいでしょうか？でも今

日は元気ハツラツオロナミン C でした。今は

レンジでチンのパスタを食べ、酒をのみシャ

ワーを浴びて寝る準備。明日は二試合だけな

ので、朝一で洗濯に行こうかと思います。世

界中の審判が優しく接してくれて助かりま

す。会話も買い物も何か私の英語が全部通用

するのが不思議です。適当でもやはり心が繋

がるんですね？世界は楽しいです。 

 初めて見る 20 秒計と開幕戦の様子です。

さあ～！いよいよ本番のスタートです。 

追伸、今日は各国のグループで写真を撮りカ

ナダの女性に写真を撮ってもらったら、日本

人は表情が固いと言われ、急に近寄って来て

頬にキスをされました。また今晩も興奮して

寝られそうにありません。すみません、ただ

のスケベ親父でした。 
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7 月 8 日 土曜日（大会 2 日目） 

 今日は朝 6 時起床。毎朝持参したレンジ

でチンのご飯と味噌汁ふりかけと海苔を食

べています。身支度をして 8時から、10時

まで二人分の洗濯に行き 10 時出発。背中

に違和感を感じて見てもらったら、虫刺さ

れの痕のようにミミズバレになっていてい

ました。救護室で治療してもらいました。

一昨日寝られなかったのは、このせいかも

しれません。激しい動悸に襲われ一睡もで

きませんでした。一試合目ドミニカ共和国

と南アフリカの２塁塁審を無難にこなし、

昼食を食べたのは 16時 50 分、最終試合の

ニュージーランドとチェコの球審。最悪の

事態が訪れました。支給されたボールバッ

クにはラインナッブカードが入るポケット

しかなく、刷毛を忘れて 3累進の足袋抜さ

んに借りスタート、試合途中でチェコの審

判に持ってきてもらい何とか急場をしのぎ

ました。次に訪れたのは、ボールが無くな

ったので、バックネット裏のボールケース

にボールを取りに行ったら全てニューボー

ル、ピッチャーから交換を求められても、

全て拒否されファールボールが戻るまで待

ってしまいました。選手に気持ちよく試合

をやって欲しい気持ちとスピードアップの

板挟みあいファールボールかベンチのボー

ルが分からない物を認めしまい、最終ミー

ティングで指導を受けました。左足にファ

ールチップを受けてまた救護室で治療を受

けてしまいました。やはり優勝候補のニュ

ージーランドのピッチャーは凄かった。世

界最速っていう感じです。その球審をさせてもらっただけで幸せかもしれません。感

謝申し上げます。ランナーの離塁アウトのコールとヂェスチャーの違い、不正投球を

打った場合の適用の違い、不正投球の取り方と指導の違い、イニング中の準備投球の

違い、20秒計のタイマー測定の違い等様々なことが分かりました。 
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夕食は 11時 30 分、現在午前 1時 30分、

今日１日を振り返って寝ます皆さんおや

すみなさい！ 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 9 日 日曜日（大会 3 日目） 

三日目終了！朝 9時に起床。ゆっくり寝ました。寿司屋

を目指し 11時に行ったら日曜日は夜だけの営業でガッカ

リ、12時出発で 14時からのボツワナとデンマークの副審

でした。今回は副審が直線的通告を受けてスコアラーに

報告するという日本では考えられないやり方です。球審

はラインナッブカードに記載すること無く、ゲームがス

タートします。驚きました。今日また最終試合のアメリ

カ対カナダ戦地元の大応援団の緊張感高まる試合でし

た。初回にアメリカのランナーがやや早いスタートをし

て、一瞬迷った私が馬鹿でしたが、離塁アウトを取れな

かったら、猛抗議されてしまいまし

た。やはり世界のトッブの試合は違い

ました。国際では握りこぶしを横にし

て、ディレードデッドボール、ノーピ

ッチ、アーリー、ランナーアウトを宣

告します。日本と全然やり方が違うの

で迷いました。畜生！でも勉強になり

ました。ランナー２塁でライトオーバ

ーのヒットをライトが好捕、そのまま

フェンスを越えました。私の目にはホ

ームランに見えましたが、抗議があり中断、20 分中断の末捕球後のフェンスオーバー

となりました。その時２塁ランナーがタッチアップをせずに３塁を通過し、ベンチに

入ったのではないかという抗議があり、最終的に UIC の判断で打者アウト、２塁ラン

ナーにワンベースとなりました。難しいケースでした。何回審判しても難しいケース

は訪れます。不正投球を打った場合の処置は同じでした。明日も頑張ろう  
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7 月 10 日 月曜日（大会 4 日目） 

 

大会 4日目、トルコとボツワナの試合の

時計係りをしました。やっと 20秒計の仕事

も慣れてきたかな？という感じです。 

次に地元カナダと香港の試合の球審をし

ました。最初の試合でストライク、ボール

の表示か余りにも違っていたので、今日は

無視してやりました。何とか上手くいった

ような気がします。記録はつまみを食べな

がら一人何役もやっているので集中力があ

りません。自分のペースでやることが大切

だと感じました。今日は１日雨の中で試合

をして、気温 10 度でした。久しぶりに震

えました。下半身に 5枚着て、上三枚着て

やりました。それでも寒かったです。 

最終試合は雨のためサスペンデッドゲー

ムで、日本対ニュージーランドの試合は日

本一点リードのまま、三回サスペンデッド

ゲームになり順延になりました。今日は洗

濯足袋抜さんにお願いして、私は球場に向

かいました。すみません。 

でも帰りが早かったので、最初にメンバ

ーで隣のバーでビールを飲み、次に審判ミ

ーティングをしてから寿司屋に行きまし

た。楽しく憩いの一時でした。 

 

アメリカのケイシーとブライアン、オー

ストラリアのジェイソン、ボツワナのエイ

ベル、日本の足袋抜さんとの私の５人で行

きました。楽しかったです。帰ってきて私

と足袋抜さんだけホテルのバーで地元のビ

ールを飲んで解散にしました。現在 11 時

37分疲れた 😵  
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7 月 11 日 火曜日（大会 5 日目） 

 

今日もメッチャ寒くて午前中は６度で日中は１２度冬に逆戻りした試合でした。ジャ

ケットも二枚購入して、ジャージも重ねて履いています。とにかく寒い 🌁 ⛄️ 🌁

一試合目の時計の計測係をして、次に二試合目の３塁審をしました。デンマークの監督

がやたらフレンドリーで、試合前に必ず、「オー遠藤、ユアーマイフレンド」と必ず声

を掛けてきます。どんだけフレンドリーなの？っていう感じです。対戦相手はターキー、

昔のトルコです。余りにもレベルが低すぎて、おそらく日本の小学生に負けるでしょう。

でもなんか純粋で礼儀正しく一生懸命やっている姿に感銘を覚えました。試合が終わっ

た後、教えてあげたいぐらいでした。昨日日本が一点リードして中断したニュージーラ

ンド戦は逆転され８ー１でコールドゲームになってしまいました。その後のニュージー

ランド対ベネゼエラの試合で、ベネゼエラが世界ランク一位ニュージーランドを破る番

狂わせが起こりました。その時の塁審が私でいろいろありました。離塁アウトと取った

ら猛抗議されましたが、知らんふりをしました。早く宿に帰れたので、新たな店を開拓

して、森川寿司という店で、枝豆、冷奴、餃子、かつ丼を食べご満悦です。毎日控えめ

にならず積極的に適当な英語を喋っているのに、皆から英語が上手いと誉められます。

一緒に行ったが全く英語がダメなので、グーグル翻訳を教えたら、英語とスペイン語を

使いこなし、楽しんでいます。明日は朝から洗濯するぞ！現在 11時 20 分です。 

 セカンドゴロで 1 塁ランナーは実線のような走塁をした。最終的に転倒して 2 塁手

はタッチに行ったがタッチを行わなかった。その後 1 塁へ転送しアウト。その後、ラ

インアウトではないかという抗議。逃げていない、タッチしていないのでセーフのジ

ャッジをした。その時、球審が私にアーユアハッピー？イエスと答えたケース。 
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7 月 12 日 水曜日（大会 6 日目） 

 

大会六日目終了！初日にボール管

理のミスがあり、私も失敗したな？

と思ってはいましたが、昨日、今

日、明日と球審を外されています。

多分英語の問題もあるのかな？と思

います。今日は朝からゴールドラッ

シュホテルというところに洗濯に行

って、挨拶と両替を英語で頼んだ

ら、日本の方ですか？と聞かれ、驚

いたら日本人の受付の方で、こちら

に２年住んでいるという日本人でし

た。凄く気持ちいい対応で朝からハ

ッピーな気持ちになり、ダイソーの

キーホルダーをプレゼントしてきま

した。今日は第一試合からボツワナ

の監督が退場になり大変でした。ボ

ツワナのコーチが日本人の女性で、

間に入りましたが、エキサイトして

監督が退場になってしまいました。

インドと南アフリカの試合の一塁の

審判とアルゼンチンとオーストラリアの２塁塁審をしました。リラックスしてできた

ような気がしますが、立ち位置が遠いという指摘を受けました。明日も頑張ります！ 
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7 月 13 日 木曜日（大会 7 日目） 

7 日目が終わりました。雨が降ったり止

んだり、終わったのは 21時です。かなり

身体がきつくなってきました。動きっぱ

なしなのでハードですね？年ですかね？

でも世界各国の審判の方々ともうちとけ

あい楽しさが増してきました。あっとい

う間に 10日が過ぎ、いよいよ明日から決

勝トーナメントが始まります。少しでも

ミスすると猛抗議されるので、自分に厳

しく、ルールにも厳しく頑張ります！ 
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7 月 14 日 金曜日（大会 8 日目） 

世界選手権 8 日目、いよいよ身体が

悲鳴をあげ始める頃に突入してきまし

た。今日は球審よりも緊張する副審判

が最初でした。監督がメンバー変更を

申し出てそれを記録に伝える仕事です

が、英語が聞き取れるかどうかが心配

です。守備位置の変更や DPや FPの変

更など間違ったらどうしようというこ

とで、頭が一杯になります。 

二試合目は南アフリカとチェコの球

審をしました。一回目で失敗したので今

回は気合いを入れてやったら誉められま

した。しかし、ローテーションが上手く

いかなかった。なんかリズムが合いませ

んでした。 

15時からの試合だったので、すぐ帰

してもらって洗濯に行きました。３台し

かないのに２台が使われていて 3時時間

かかってしまいました。 

 

途中で寿司屋に行き、焼きそばとタ

コとイカの寿司を食べ大満足です。日

本は地元カナダに 2-0で敗れ、明日ア

ルゼンチンとの試合になってしまいま

した。いよいよ試合は残り２日気合い

を入れて頑張ろうと思った矢先、母の

危篤の連絡が入り複雑な心境です。 

カナダ：ペーター 

オーストラリア：レイ・エバンス 

オーストラリア：ジェイソン 

ドイツ：ガリップ 

プエルトリコ：ロペス 
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7 月 15 日 土曜日（大会 9 日目） 

世界選手権 9 日目今日も激寒でし

た。日本がアルゼンチンにも負け、最

終日に残れなくなりました。残念で

す。午前中香港とチェコの一塁をさせ

てもらいました。午後からは予選とは

いえ事実上の決勝戦ともいえるカナダ

とニュージーランドの試合の２塁をさ

せてもらいました。久しぶりに少し緊

張した感じです。雨天中断を含め 11 ｰ

12の三時間半の激闘で疲れきりまし

た。連日の雨

で今日も気温

は 10 度前後寒

くて死にそう

になりまし

た。足がいう

ことを聞きま

せん。明日は

最終戦、力を

出しきりま

す。 

 

 

 

 

 

香港の選手の中に日本人がいて、話し

かけてきて驚きました。その写真も載せ

ました。帰りは 21時 30 分足袋抜さんの

夕飯を用意して帰ってきました。日本チ

ームのホストをしてくれている小関さん

が迎えに来てくれて、買い物ができまし

た。感謝です。精も根も尽き果てた感じ

がしますが、めげずに頑張ります  
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７月 16 日 日曜日（大会 10 日目） 

世界選手権 10日目ファイナルが、終

わりました。3位決定戦の２塁をさせ

てもらいました。１日 15時間労働でお

そらく二万歩以上歩いていると思いま

す。せっかく持ってきた万歩計を洗濯

してしまい、計測出来ませんでしたが

歩いたと思います。空き時間は写真撮

っていたので休み無しでした。1000 枚

以上の写真を載せました。余計なこと

だとは思いましたが、審判団の思い出

になるように頑張りました。決勝は６

人制で行い、緊張感漂う試合になりま

した。６回の表までカナダが 3-2でリ

ードしていましたが、その裏ニュージ

ーランドが逆転満塁ホームランで勝ち

ました。ドラマチックな試合でした。

６人制も日本とはやり方が全く違い足

袋抜さんは困り果てておりました。昨

晩は飲み過ぎて潰れてしまい投稿出来

ませんでした。今日は１日フリーで、

買い物や観光、

夜はこちらでお

世話をしてくれ

た、日本人の方

の家で日本選手

団と一緒に BBQ

だそうです。や

っと明日帰れま

す。でも土日も

使い５日連続の

保護者面談が待

っています。辛

いけどしょうが

ない、頑張ろ

う！ 
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おわりに 

 今回は改めて体調管理の大切さを痛感した大会でした。派遣２週間前に自分の試合

の東北大会で右足ハムストリングスの肉離れを起こし試合途中退場、その後治療に専

念したものの、やや痛みを残したままの出発。途中までは快調だったが後半に右足ア

キレス腱痛が起こり痛みに耐えながらの審判業務だった。バレないように走り続けま

した。帰国後原因不明の右足ふくらはぎと足首痛に襲われ、むくみも取れずエコノミ

ークラス症候群かもしれないので造影剤と CT 検査を行ったが大事には至らなかっ

た。母の緊急入院もあり、肉体的・精神的・社会的に大変な思いの派遣だったような

気がします。しかし、周りの協力や励ましのお陰で何と終わることができました。自

分一人では何もできないことや、家族の大切さ、日本食の素晴らしさなど、ディスカ

バージャパンをまた体験できました。 

 日本ソフトボール協会をはじめ、宮城県ソフトボール協会の皆様には心から感謝申

し上げます。また、職場や家族や高体連の関係者にも感謝申し上げます。自分なりに

納得できない部分もありましたが、次回への課題として取り組んでいきたいと考えて

おります。 

 今回知り合った各国の審判員の皆様にも心かありがとうと言いたい気持ちです。つ

たない英語を理解してくれて、アドバイスをしてくれました。優しい外国の審判員に

出会えて幸せでした。ありがとうございました。 

 

 

※今回の派遣で感じた国際と日本の違いのまとめ 

 

イリーガルピッチ 

ディレードデッドボールで腕を横に上げたまま、（握りこぶしを見せるように上げその

ままにする。）その後、イリーガルピッチとコールし、ヂェスチャーを交えて説明をす

る。（ライトフットとかレフトフットとその場でコールしていた） 

 

離塁アウト 

デッドボール、ノーピッチ、指差して early out ！または、リードオフ、イリーガル

リードなどがある。 

 

イニング途中のピッチャーの投球 

ボールデッドの時、野手とのピッチング練習等は特に規制していない。 

 

不正投球を打ってアウトケース 

選択権（オプション）が発生するが、どの選択権を選んだか理解できないが、打者走
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者アウトでランナー２塁での再開となった。結果を生かす選択をすればこれでいい

が、不正投球を選択すればランナー２塁でワンボール追加になったはずだが理解に苦

しむケースだった。 

 

副審判の仕事 

監督から通告を聞き、記録に伝える。球審はチェックしない。打順や通告は副審判の

チェックに任せ、球審はプレー中心に取り組む。 

 

外審 

外野審判は立ち位置からから後方のフェア、ファールをジャッジして、ホームランは

球審に任せる。土と芝生の切れ目と外野手の中間点に立ち、ファールラインの内側

1.5ｍに立つ。 

 

バッターボックスを両足外しても直ぐに戻ればペナルティ無し。 

 

20秒計の扱い方 

 基本的にキャッチャーが捕球してから２秒後にリセットすることが基本。それ以外

はマニュアル通り。 

 

球審のオーバーアクション  

 コール後３～５歩下がってからのオーバーアクションが多かった。コール後のジェ

スチャーもまだ遅く、日本のように早くはなかった。 

 

投手のセット仕方 

 アメリカ国内では軸足がプレートに触れていなくても構わないリーグや大会が殆ど

である。オーストラリアでも 10ｃｍ位離れていてもペナルティー無し。しかし、国際

では厳密にとっている。 

 

 

 

 






































