
平成 29年度 運営基本方針

「ど真ん中に子どもがいる日本小学生バレーボール連盟」は、バレー

ボールを通じて人間力を育てる役割を担つていきます。

2020年 に向けた中期目標

1 小学し レ`ーボールの普及及び発展を長期にわたり支える組織を目指し、連盟の法人イヒを行う。

2 考えさせるバレーボールの定着に向けて、指導方法の変革を行う。

3 47都道府県において、低午齢層の子どもを対象とした事業等を開催し、バレーーボールの普及を図る。

念達成への四つの

1 子 どもを支えることが、大人 (保護者、指導者、役員)の役割です。

(1)基礎・基本の技術等をバランスよく習得させるため、競技規則の見直しを進めます。

(2)鴨 ankYou VBCの理念を徹底し、「理想の指導者」、「育てる子どもの姿」を実現します。

(3)協力会社との関係を一層強固なものにするとともに、新たな協力企業を開拓します。

2 日本小学生バ レーボール連盟の組織を、時代のニーズに合わせて強化 していきます。

(1)他スポーツ団体等と協力して、子どもを取 り巻くスポーツに環境を一層改善していきます。

(2)当連盟及び47都道府県連盟の財源の安定化を図る仕組みを整備します。

(3)当連盟の時代を担う人材の発掘及び育成に力を入れていきます。

3 時代が求める指導者の育成のため、指導者講習会の役割を見直 します。

(1)講習会の内容を見直すとともに、資格の取得の負担を減らします。

(2)資格取得の段階から、意識変革を目指した講習会とするため、内容の充実を図ります.

(3)幼稚園児等や障害のある子どもに対する指導方法を開発します。

4 ファミリーマー トカップ第 37回小学生大会を発展の原動力にします。

(1)本大会を通じて、発展の原動力となる新たな視点を全国に発信していきます。

(2)限られた予算の有効活用と、参加チームの費用負担の軽減を実現します。

(3)2020年 に開催する福島・官城開催に向けた準備を本格的に進めます。

予算編成指針

1 指導者、保護者の意識を変えるため、啓発事業へ 層投資します。

2 低年齢層への普及を進める事業へ、積極的に投資します。

3 経費削減について、引き続き取り組み、子どもへ還元します。

-1-



各 位

平成29年 4月 1日

日本小学生バレーボール連盟

審 判 委 員 会

審判員の養成について

日本小学生バレーボール連盟は、指導者や競技会を支える審判員の養成に取組み、

一人でも多くの子どもたちに、バレーボールを楽しんでもらいたいと考えています。

日本バレーボール協会指導普及委員会との連携で指導者講習会を実施 し、三次講習

会資格試験において、C級審判資格が取れるよう配慮をしました。

帯同審判員制をとっている大会だけでなく相互審判をするうえで、指導者は大会に

参加するため、指導者資格とともに、審判の資格を取得したいと考える人が増えてき

ました。

指導者は、競技規則に精通 し、子どもたちにバレーボールを楽しく、正しく伝え

る役目を持つています。指導者が審判を経験することは、バレーボールの知識や技

術を学ぶことに繋がり、指導者の技量を高めることができます。

審判員は、競技会において公正・公平な判断のもと、子どもたちにバレーボール

の試合を楽 しませる役目を持っています。また、審判員が競技規則について正しい

伝達を行うことは、バレーボールの発展に不可欠な役目であることを忘れてはいけ

ません。

指導者と審判員がお互いの立場を理解し、共に学び合うことは、日本小学生バレ

ーボール連盟の目的である、青少年健全育成の基本だと考えます。

これらを踏まえ、各都道府県小連審判委員長は、小学生バレーボール連盟の指導

者に実技指導と共に正しい競技規則の伝達を行ってください。その上で、協会との

連携を図り、C級認定を受けた者が、これから公認審判員規定に則り活動できるよ

う小連審判委員長自ら、リーダーシップを発揮し、審判の養成にご尽力いただきま

すよう、よろしくお願いいたします。
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日本小学生バレーボール連盟 審判委員会    指導者講習会資料

公認C級審判員の育成及びワッペン交付の流れ

二次講習会C級資格取得試験合格者名簿

日本小学生バレーボール連盟

① C級認定者の名簿

② ワッペンの購入依頼

日本バレーボール協会

ワッペンの送付

日本小学生バ レーボール連盟

連絡・調整

C級認定者の名簿

会 審判委員会

都道府県小学生バレーボール連盟

① ワッペンの交付

② 育成

資格取得者
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各 位

平成29年 4月 1日

日本小学生バレーボール連盟

審 判 委 員 会

教育的指導 の考え方と取 り扱いについて

。教育的指導の目的

子どもたちにバレーボールを継続して楽しんでもらうため、指導者や審判員は、

試合を通 して、ルールやマナーを伝えていくことが大切です。周りへの感謝の気持

ちや、お互いが気持ちよく試合ができるよう、フェアープレーを自ら考え、行動で

きる選手の育成につなげていきます。

・教育的指導の取り扱い

主審には、チームが罰則のレベルに達しないよう防ぐ義務があります。

教育的指導は、試合中、選手 (子 ども)に 2回 目の不法な行為をさせないために

する指導です。

主審は、最初に不法な行為が起きた時点で吹笛し、選手に注意します。その後、

両チームのゲームキャプテンを審判台下に呼び、注意した行為について説明し、指

導します。

教育的指導は、試合において主審からゲームキャプテンに行われますが、副審も

主審の指導内容を一緒に聞き、必ず監督に伝えま九

教育的指導は、事象ごとに両チームに 1回のみです。

その他の取 り扱いについて

すみやかに次のサーバーにボールを選ることや、靴ひもが解けたら直ちに結ぶな

ど、ゲー ムの流れを止めないで安全に試合ができるよう、事前にチームキャプテン

に伝え、確認しておきます。子どもたちの安全への配慮から、試合に影響の無い程

度で、靴 ひもは積極的に結ばせます。

サープを打つ前に、サーバーの間違いを記録員が確認 した場合は、チームに間違

いを伝えます。正しいサーバーが分からない場合は、ゲームキャプテンは副審に番

号の確認 をすることができます。間違って打つた場合はローテーションの反則とな

ります。
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公益財団法人 日本バレーボール協会

第 8期・2017年度事業言十画

(2017年 4月 1日～2018年 3月 31日 )

1.事業方針

本会は、わが国におけるバレーボ‐ル界を統轄し代表する団体として、グロ‐ル Иヒ、情報化、

少子高齢化、格差拡大などの急激な環境変化の中、バレーボール競技の普及、振興および発展を図

り、児童 。青少年からi司締者に至るまで、国民の心身の健全な発達、縦 よび人間性の向上に寄

与し豊かな社会の形成に薗献することを目指すD

その為に、昨年度策定された長期計画「20501剖鋤に基づく F2020中期計画」の本格実施初年度と

なる2017年度は、以下の中期計画基本方針に基づき事業を推進する。

<中長期計画の数値目標>
Iプレーヤー

人 口
Ⅱ事研獣則莫 Ⅲ脚 Ⅳ社会貢献 V謎

長期計画

205嘲 - 100万人

勢

10嗽円

4つの

金メダル

支えるバレー

ボーヽ ファミ

リー人口

100FA

中獅

2020中期計画 -50万人

難

鎌 円

4つの

メダル

支えるバレー

ボールファミ

リー人口

70万人

-5つ のアクシ ョン生

■「東京2020メ カンロ詞 に向けた強イ印 での着実な歩み

・人心を刷新するための新体制とチームコアの更なる充実に向けた取り組み

■楽しく始められて、世界につながるバレーボールを具現化する体制作り

・粋 及、発堀育戊 弼 ヒ 鋼 健 の効果的運用― n― 際 しぃバレーボール

の指導方法の確立と説
―

基準作り等)

・ビーチバレーボー71/の普及、強化、フアン増加及びその為の環境づくり

■事業運営体制を見直し、各種事業レベルの向
<バレーボ∵ルビジネスの拡大>
・国内国際大会の見直しと―   (増客イヒ、樹 順
・メディア露出、広報置臥 対スポンサ‐活動などバレーボ‐ルのビジネス化への取り組み

<バ L/―ボ‐ルを支える人′の環境整備>=
。指導者育成システムの構築

・審判員の計画的育成や登録システムの改善による質の向上
・

―
―ビスや各種機能の向上による― l■帷

■上景り詮模シ レヾーボール界全体の意識統■の為の伝播活動
・哲学と理念の共有による本会とカロ田団体の更なる成長

■バレーボ‐ルのプレゼンスの向上
・外部団体への積極的アプローチ (日本体育協会、」OC、 FIVB、 中 ヽスポーツ庁ほ

力→
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公益財団法人 日本バレーボール協会

第 3期 (2017年度)国内事業本部事業方針

_(2017年 4月 1日 -2018年 3月 31日 )

公益財団法人日本バレーボール協会の第 8期 (2017年度)運営基本方針に基づき、

国内事業本部として「国内事業本部基本方針」を定め、事業を推進する。

国内事業本部は、日本のバレーボール界の現状を把握するとともに、加盟団体および

全国連盟との連携をさらに重視し、相互の協力・理解の中で、」VA 2050構想に基づく

2020中 期計画を具現化するために効率的な事業を展開する。

1.事業の効率化を図るために各委員会との情報を共有して事業を展開する。

2.国内競技会については、「天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権」を6人制競

技会の頂点として位置づけ、各カテゴリーおよび加盟団体と連携を深めながら魅力

ある「日本一の大会」を目指す。本大会を中心として6人制バレーボール競技会の

普及と発展に努め、9人制競技会は「男女総合選手権大会」をトップの大会と位置

づけ、9人制バレーボール競技会とソフトバレーボール大会、ヴィンテージ 83大

会を通して、生涯スポーツ大会の普及 。発展を図る。

3.2020年東京五輸向かつて、指導普及委員会との連携により、バレーボール競技人

口の拡大・増加を目指し、さらなるバレーボールの普及・発展を図る。また、各カ

テゴリーおよび加盟団体の指導者に正確な指導法を学んでいただくために、日本体

育協会の公認指導者資格の受講を促し指導者の増カロを図る。

国際審判員 。国際候補審判員、JVA公認審判員の技術向上を図り、高いレベルの

試合を運営する能力を身に付けると同時に、人材の発掘と育成を図る。

ビーチバ レーボールの組織強化と大会運営に係る人材や指導者および審判員の育

成を目指す。また、カロ盟団体との連携を密に大会成功に向けて努力する。

「指導におけるガイドライン」に基づき、体罰・暴力の根絶に努める。JVA体罰・

暴力の相談窓口への体罰・暴力・暴言・脅迫・威嚇・侮辱などの相談に対して迅速

に対応する。また、競技会の代表者会議・講習会・研修会・バレーボール教室等に

おいて体罰・暴力根絶の徹底を促す。

4.

5.

6.
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平成 29年 3月 19日

平成 29年度 JVA国 内事業本部 審判規則委員会

運営基本方針

平成 29年度審判規則委員会の運営基本方針を以下の 5項 目とする。

1 判定基準の統一を図り、安定 した審判技術とメンタル面の強化に努める。また、

試合中の選手やチームスタッフの言動に対 しては、ルールを的確に適用 し、公平・

公正で手際の良い判定により安全で円滑な競技運営を行 う。 _

2 選手・指導者を対象に、ルール及びルールの取扱いについて説明を行い、ルール

の正しい理解 とともにルール遵守を醸成する。

3 A級 審判員資格取得審査講習会、 9人制特別A級審判員資格取得講習会及びビー

チバレーボール特別A級資格取得審査講習会を実施 し、次世代を担 う若手審判員
の発掘、育成を進める。

4 男女共同参画をさらに推進 し、女性審判員の活動を支援すると共に、メンタル面
の強化及び審判技術の向上を図る。

5 国内競技会及び国際競技会の成功を期すため事前講習会を開催 し、スコアラー・

アシスタン トスコアラー・ ラインジャッジ・コー トオフィシャルの質的向上を図

る。特に、ラインジャッジについては効果的な トレーニング計画を立て、実践を

通 してレベルアップを図る。

指導部 :審判員の技術の向上を目指 し、カテゴリーに応 じた適切な講習会を実施する。

また、審判員の責務 として、選手及びチームスタッフに対 しルール を正確
に伝達 してルールの理解 を深めるよう努力す る。

(1)日 本協会公認審判員 A級の技術レベルに応 じたスキルアップ事業を推進す

る。

(2)各カテゴリーのチームの選手・指導者に対 しルールの説明を行い信頼関係を

築 く。

(3)女性審判員の育成に努める。

(4)公認審判員、特に若手審判員の育成に努め、裾野の拡大を図る。

規則部 :見易 く正確で分 り易いルールブックの作成をめざし、6人制・ 9人制・ ビー

チバ レーボールのケースブックの編集・整理を行つていく。また、 9人制バ

レーボールの活性化を図るために、親 しみやすいバレーボール競技を目指 し、
ルールの研究を進める。

登録部 :JVAメ ンバー制度 (MRS)に 従つて、公認審判員のMRS登 録の増加を

図るとともに、公認審判員の現状把握を行 う。

以上
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平 成 29年 度  ル ー ル 改 正 点 ・ 修 正 点 に つ い て

1 6人 制 改 正 点 ・ 修 正 点

本競技規則は,2016年 10月 4日 から7日 にアルゼンチン・ブエノスアイレスにて開催され

たFIVB総会においてルール改正がないことが確認された後,2017年 1月 18日 にFIVBよ り「ル
ールブック2017-2020」 として公表されたものである。

それをもとに, 2017年度版ルールブックの修正点を以下のようにまとめた。

また,付録に掲載した「ケースプック」のルールの取り扱いについても一部修正した。

以下が本年度の主な修正点である。

●修正点 (■ )

1.1 規格 CDIMENS10NS)

(略)         ヽ

国際パ レーボール連盟 (以下nvB)世界・公式大会では,フ リーゾーンの幅はサイ ドライ ンから

5m,エ ン ドライ ンから6.5mな ければならない。フリープレー空間は競技エ リアの表面から最小限

12.5mの高さが必要である。  '
2.5難 ヒ KPOSTSp

2.5.1 ネットの支柱は,サイ ドラインの外側から0.5～ 1■の位置に設置される。2.55mの 高さで,高
低の調節が可能なものとする。 (第3図 )

すべてのΠⅦ 世界・a試大会では:ネ ットの支柱はサイ ドラインの外側lmの位置に設置
し,パッドで保護しなければならな11。

4 チーム 御囲鵬)

4.1 チーム構成 (■Ш COIP∝ IT10ND

4.1.1  (略 )

FIvB世界・ 公式大会のシエアカテゴリーでは,14人までの選手が記録用紙に記載され試合でプ

レーすることができる。 (監督を含む)最大5Aのベンチスタッフは,監督自身によって決定 され ,

記nJE紙に記入され,C「2 0is)に登録される。

チームマネージャー,またはチームジャーナリストは,バンチにも,コ ントロールエリア内のベ

ンチ後方にも座うことができなぃ。

ピス

成員の一員でなければならない,また事前にFIVBか ら資格認定を受ける必要がある.しかし,FIVB
世界・公式大会のシエアカテゴリーでは,ドクターとチームセラピ不 卜がベンチスタッフの中に含
まれていない場合は,競技コントロールエリア内のフェンス付近に座 り,審判員に要謂された とき
に限り,選手への緊急的な医療処置を行うことができる.

チームセラピス トは,(た とえベンチにいなくても)公式プロトコール開始前まではウォームア

ップに参加してもよい.     、

各大会での公式レギュレーションについては,大会ごとのハンドブックで示される。
4.3.3 選手のジャージには,1から20ま での番号を付けなければならない。

ニアカテゴリー

セ`。

4.5禁 止 され る物 fFORBIDDm OB― D
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4.5.3 圧迫用サポーター (パッド入りの負傷部を保護する装具)は,保護やサポー トのために着用

することができる。

ΠⅦ世界・公式大会のシニアカテゴリーでは,これらのサポーターはュニフォームの部分と対応

した同じ色でなければならない。黒や自または中間色も使用してもよい。

5.2.2 試合開始前,監督は選手の名前,番号を記録用紙のチーム選手欄に記入するか,記入された

ものを確認 した後に,サインする。

5.2.3.4 他のチームメンバー同様,コー ト上の選手に指示を与えてもよい。監督は,試合を妨げ

ない,または遅延させない限り,アタックラインの延長線からウォームアップエリアまで

の,自 チームベンチ前のフリーゾーン内で,立ちながらでも歩きながらでも指示を出すこ

とができる。

FIVB世界・公式大会では,試合を通して,監督がその役割を果たすのは監督制限ライン後

方に限定される。

6.1.ュ 得点  ―

チームは以下のとき1点を得る :

6.1.1.1 ボールを相手コー ト上に落とすことに成功したとき。

6_1.3 ラリーと完了したラリー

ラリーとは,サーバーにより打たれたサービスの時点から,ボールがアウトオブプレーとなる

までの,一連のプレーの動作である。完了したラリーとは,一連のプレーの動作の結果で 1点が

与えられたときをいう。これには以下のものが含まれる。

… ペナルティの適用によつて

… ディレイインサービス (サービス時 8秒ルールの反則)によって

7.3.2 各セットの開始前)監督は,ス ターティングラインアップを記入したラインアップシー トを

提出しなければならない。ラインアップシー トは正しく記入され,サイン後,副審または記録

員に提出される。

スコアラーに送信される。

7.3.5.4 記録用紙のチーム選手欄に登録されていない選手がコ■ 卜上にいることが発見された場

合は,相手チームの得点はそのまま有効で,さ らに1点 と次のサービスが与えられる。間違

いのあったチームは,登録されていない選手がコー トに入つた時点から得たすべての得点

とセット (必要であれば0-25と して)を失い,修正したラインアップシー トを提出し,登

録されていない選手がいたポジションに,登録されている選手を新たにコー ト上に送らな

ければならない。

7.5 ポジシ ョンの反則 CPOSIT10ML FAULTp

7.5.1 サーバーによリボールが打たれた瞬間に,いずれかの選手が正しいポジションにいない場合

は,そのチームはポジションの反則をしたことになる。選手が不法な選手交代をしてコ
=卜

上

(規

則7.3,7.4,15.9)

7.7 ローテーションの反則 (ROTAT10NAL FAULTD

7.7.1 サービスが正しくローテーション順に行われなかったとき,ローテーションの反則となる。

その場合は次のような順序の結果となる :

7.7.1.1 記録員がブザーによって試合を止めた場合,相手チームに1点 と次のサービスが与えられ
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る。

与えられる。 (規則 6.1.D

7.7.1.2 反則をしたチームのローテーション順は正しく直される。 (規則7.6.1)

8.4 ボール “アウト' CBALL “0『 )

ボールは,次のとき “アウト"と なる :

8.4.1

9 ボール をプ レ‐す ること CPLAYING TIIE Ш 哺

各チームは,(規則10.1.2を除き)それぞれの競技エリアとフリープレー空間の中でプレーしなけ

ればならない。

しかし,ボールは,自 チーム側のフリーゾーンの外から取り戻してもよい。

H.3.1 ボールをプレーする動作中の選手による両アンテナ間のネットヘの接触は反則である。

ボールをプレーする動作の中には,(主に)踏み切りからヒット (ま たはプレーの試み)と童

定した着地,新たな動作への準備が含まれる。

11.4.4

・ネ ットをつかんだり,握つたりすること。

ボ‐ルがプレーされているときに,ボールの近くにいるいかなる選手やボールをプレーしよう

としている選手自身も,たとえボールに触れなくてもボールをプレーする動作中とみなされる。

しかし,アンテナ外側のネットに触れることは反則ではない。 (規則9.1.3を除く)

12.5.2 サービスが行われるとき,サービングチームの1人または複数の選手が集団で腕を揺り動か

したり,眺びはねたり,左右に動いたりして,あるいは集団で固まつて立ち,ポールがネット

垂直面に到達するまでにサーバーとボールのコースの両方を隠すことでスクリーンが形成され

る。 (第 6図 )

15.2.3 同じチームによる2つの別々の選手交代の要求の間には,完了したラリーがなければならな

い。                                     (規 則

15.5.2,15.7,15,8)

15.4.4 (テクニカルタイムアウトを含む)すべてのタイムアウトの間,プレー中の選手は自チーム

ベンチ近くのフリーゾーンに出なければならない。

15。 10.3c 選手交代の要求は,記録員のブザー,または副審のホイッスルにより通知される。副審が

選手交代を許可する。

FIⅦ世界・公式大会では,選手交代を容易にするため,ナンパーパドルを使用する。」タ

ブレット【電子端末装置】を使用する場合も含む)

15,11.1.3イ ンプレー中の選手の負傷や病気の場合を除いて,同 じチームが同じ中断中 (次のラ

リーが完了する前)に 2回 日の選手交代を要求すること。 (ul115。 2.2,15.2.3)

23.3.2.3.

土_と き._あるいは主審側のアンテナにボールが触れたとき。

き。
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24.3.2.7 相手コー トに向かうボールの全体またはその一部が許容空間外側のネット垂直面を通

過したとき,あるいは副審側のアンテナにボールが触れたとき。 (規則8.4.3,8.4.4,第 5

図a)

24.3.2.8

たとき」

25.2 責務 (RESPONSIBILITIES)

記録員は,副審 と協力しながら,規則に従つて記録用紙に記入する。

記録員は,規則に従っていないと判断したときは,ブザーやその他の音の出る用具を使い,責

務に基づき,主審 と副審に合図を送る。

25.2.1.2 それぞれのチームのスターティングラインアップをラインアップシー トから記入する

(ま たは送信 された電子データを確認する).

もしもラインアップシー トが時間どおりに受け取れない場合は,直ちに副審に知らせる。

26.2.3.2 記録用紙にサインする。

eス コアを使用するFIVB世界・ 公式大会では,アシスタントスコアラーは記録員とともに

リベロリプレイスメ

ントの温 を行う。

*第9図 の中に「軽度の不法な行為」の欄が追加された。

不法な行為に対する警告と罰則段階表

*ハンドシグナルの②のタイ トルが変更された。

選手のタッチネット,サービスボールがアンテナ間のネットに触れネットの垂直面を越えないとき

【第3編】用語の定義

ボールリトリバーとモッパー (BALL RⅢ RIEVERS AblD MOPPERS)

ボールリトリバーは試合の流れを維持し,ラ リーの間にボールを転がしサーバーヘ渡すことを

任務とするスタッフをいう。

モッパーはフロアを清潔で乾燥した状態に保つことを任務とするスタッフをいう。試合開始前

やセット間P必要に応じてラリー終了後にモップをかける。

●修正点 (2)

1.付録 (1)国 内の大会に適用される特別競技規則の付則の 1を削除し,以下の項 目の番号を繰り上げ

た。

2.付録 (1)国内の大会に適用される特別競技uljの付則の中の小学生ルールに関する数値を削除した。

3.、規則をより読み易くするため,単語訳や表記を見直し,字句を修正した。
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平成29年 3月 19日

『平成29年度 指導部の目標と6人制の重点指導項目』    、
JVA国内事業本部 審判規則委員会 指導部

1目 標   .
(■ )審判員は、公平な立場で試合を運営し、ルールを正確に適用して、バレーボールの

魅力を十分に引き出せるようなゲームマネージメントを行う。
(2)審判員は、メンタル面の強化を図り試合全体をコントロールできるように他の役員

と協力してスムーズな試合運営を行う。
(3)審判員は、選手・チームスタッフから信頼されるように審判技術の向上を目指し、

日々 の審判技術の研鑽に努める。

2 重点指導項目
【主 審 】

I 権限と責務
(1)不法な行為について佛韻り21)

① 選手・チームスタッフの試合中の不法行為について毅然とした態度でルールを適用
す る。

② 上記に関わる不法行為について理解する。
(2)権限について (規則23.2.1)

主審は、試合開始から終了までを主宰し、その試合の審判団と両チームのメンバ
ーに対して最高の権限を持つ。
試合中、主審の決定は最終である。主審は、審判団の他のメンバーが下した判定
が間違っていると確信したときは、無効にすることができる。
また任務を通切に遂行していない審判団のメンバーを交代させることもできる。

I 判定について

(1)不法な行為の判定
判定が出る前に自然発生的に発する言葉 (イ ン・アウト、ポールコンタクト等)

は、許される。ただし、以下のような行為に対しては毅然 とした態度をとるべき
である。

① 主審の最終判定が出された後に判定に対して不満な態度を示してアピールした。こ
のような行為に対しては、再発を防ぐために直ちにステージ 1を与える。

② 相手チームに向かつて威議的な態度や声を出す行為にはステージ1を与える。
③判定に対して、主副審、ラインジャッジに詰め寄るような態度 (ベンチから立ち上

がり前に出ながらアピール)で抗議した。このような行為に対しては、直接ステー
ジ2を与えるべきである。

(2)ハンドリング基準の確立について
各大会のクリニック等でハンドリング基準の確認を行う6すべての審判員が続―で
きるように努力する。 ●冷 を通して、大会を通して)

① 指を用いた2回 日、3回 日オーバーハンドパスの判定。ラリーを継続するという理
由で、明らかな反則のハンドリング基準を下げてはならない。同様の理由でセット
ポイントやマッチポイントでの明らかな反則を見逃してはならない。

② シングノレ ンヽドトスの反則の多くはキャッチの場合が多い。ただボールが回転した
からといって反則にすべきではないが、反則がおこらないということではない。
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(3)ポジショナルフォル トの判定

サービスヒットよりかなり早く移動したり、初めからボジションを移動している等

明らかなポジションの反則を見逃さない。試合の早い段階で判定をする。

(4)サービス許可について

前のラリー終了から次のサービス許可までは、およそ8秒でホイッスルする。両チ
ームの準備ができて、サーバーがボールを保持していれば直ちにサービス許可のホ

イッスルをする。

(5)タ ッチネットについて

着地後であつても、明らかに次の動作でなくネットに触れれば反則となる。

(6)最終判定の出し方について

ボールコンタクトの有無、ライン判定等について、主審自身が判定に確信が持てな

い時に限り、判定を出す前に副審、ラインジャッジを呼んで確認づ
~る

。判定を出し

た後、チームからのアピールで副審、ラインジャッジを呼び、その結果判定を覆す

ことは審判への信頼を失うことになる。

【目嘔 雲F】

I 権限と責務

(1)不法な行為の判定
ラリー終了後の両チームの言動に注意をはらい、不法行為があれば直ちに主審に

伝える。特にベンチからのアピール等に注意する。

(2)ポジショナルフォルトの判定

サービスヒットよりかなり早く移動したり、初めからポジションを移動している等

明らかなポジションの反則を見逃さない。

(3)タ ッチネットについて

着地後であっても、明らかに次の動作でなくネットに触れれば反貝りとなる。ネット

付近に選手がいれば、副審はボールを追わずに日を残し判定をする。

(4)サービスヒット後について

サービスヒット後、副審はサービスポールが冨1審側の許容空間外側を通過するか

あるいはアンテナに触れるかを判定するために素早くネット上方に視線を移す。

■ 齢 中断の手続きについて

(1)選手交代
サブスティチューションの手順及び取扱いを十分理解し、複数の交代、両チーム同
時のケースについてスムーズに行えるようにする。

(2)タイムアウト、テクニカルタイムアウト

① タイムアウトとテクニカルタイムアウト中とその後 :

。中断の許可後、ベンチに下がるときにベンチ近くまで下がるようにコントロール
し、モッパーがフロントゾーンを折り返すまで確認し、主審とアイコンタクトを
取る。

・記録が正確に記載されているか、また中断の要求時のリベロの位置を確認する。
・支柱を背にして両ベンチが見えるように立ち、中断終了前にコー トに入らないよ
うにコントロールする。 (ユニフォームが出ている選手がいれば、入れるように
注意する割

② タイムアウト後、コー トに入ることが遅くなるような場合、ホイッスルとシグナル
で促し繰り返す場合は何回もホイッスルして促さずに、遅延の罰則を適用するよ
う進言する。

-13-



③ ゲームの流れを読み、チームの要求に速やかに対応する。
ワンラリー毎にベンチコントロールを行い、ブザーがあるときは、ブザーに頼 り過
ぎないようにする。

(3)最終セットのチェンジコー ト後、ラインアップシー トで両チームのポジションを確  ヽ

認し、チェンジコー ト前の状態になっていることを、記録員と連携して確認する。
タイムアウト、選手交代およびリベロのリプレイスメン トは、チェンジコート後す
べてを確認した後、許可する。

【記録員 】
ml12 5.2責務を十分理解し、自身の責務を遂行する。

(1)プロトコール中に、両チームのメンバーを記録用紙で確認をする。
(2)サービス順の確認、得点の確認をしながら、正確に記録をつける。疑わしいときは

試合を止め、アシスタントスコアラー等に確認をしてミスの無いようにする。
(JVIMSが ある場合は、その情報も参考にする)

(3)サービス順の誤 りが発生した時は競技を再開する際、副審に両チームの正しいポジ
ションを正確に伝えられるようにする。

(4)ブザーがある場合、セット間終了合図はブザーーで合図する。
(5)サブスティチューションは記録員の責務である。必ずHd録員がブザーを鳴らし、落

ち着いて記録する。
① チームが複数の選手交代の要求をした場合は、最初に1度だけブザーを鳴らす。
② 同時に両チームから選手交代の要求があった場合は、片方のチームの選手交代を完

了させた後、再度ブザーを鳴らしてからもう一方のチームの選手交代を行う。
(6)最終結果 (RES■TS)の集計を素早く行い、キャプテンのサインを採録する。

(例 :セ ット毎にメモ用紙に集計していく)

(7)記載ミスをした場合は、二重線で消す。主審と副審が確認したときに誤りがあった
ときは、記録員が修正する。

【ア シス タン トス コア ラー 】
ul12 6.2の 責務を十分理解し、自身の責務を遂行する。
記録員と声を掛け合つて、交代選手の番号や得点を確認し合う。

(1)リ ベロのリプレイスメントを正確に記録し、イリーガルリプレイスメントの反則を
理解し、ブザーを鳴らすタイミングに注意する。

(2)タイムアウト、テクニカルタイムアウト中は、リベロの位置を副審に通告する。リ
ベロが2人のチームの場合、リベロがコートにいるときは番号も日1審に通告する.

(3)スコアーボー ドの得点が正しいか確認する。
(4)テクニカルタイムアウトの開始と終了を通告する。
(5)予備の公式記録用紙を準備し、必要があれば記録員に渡す:

【ライ ンジ ャ ッジ】      ・

(1)担当するラインの判定を確実に行う。ボールコンタクトは、確実に見えた場合に限     (
リフラッグシグナルを示す。

(2)ア ンテナに関わる判定方法やボールを取り戻す場合の判定方法を確認し、試合に臨
む 。

(3)選手がアンテナに触れた場合、フラッグを振りその選手を指す。
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平 成 29年 度  6人 制 ル ー ル の 取 り 扱 い に つ い て

1 競技参加者切行為 Φ劇可ЮPNScoNDLCT)に関する事項

20.1 スポーツマンにふさわしい行為 KSPORTNANLKE CONttX汀 )

2Ql.1 競技参カロ者は、公式バレーボール規則に通じていなければならない。また、それを出実に守らな

ければならない.

2】 .2競技参カロ匿は、審判員の決定に対レ スポーツマンらしく反論せず、受け入れな印 ばならない。

疑間がある場合には、ゲニムキャプテンを通じてのみ説明を求めることができる。0顧」5.2.12)

20.1.3 競技参加者は、審判員の決定に影響を与えたり、またはチームの反則を隠したりする行動や態度

は避けなければならない.        _
202 フェアプレー CFAR PLAn
20.21 動 嗜 日ヽ 詈判員だけでなく、他の役員、相手チーム、チームメイト、さらに観衆に対して

も、フェアプレーの精神で敬意を示し 礼EIEしく行動しなければならない。

ω

1 競技参加苦がt規則 20「LEし日瞭気

…

られ乙 繰り返し油日釧よ 剛 厩 られ

る。

2 競技書加者ユ 審判員に向かって判定に対して執拗に抗議するような鮨度をとった島気 警告が

与えられる。繰り返した働創よ 反則がらえられる.

3          国語し出けることができるのはヽリベロの目指名の時や僣点が正しくな同時

などの声掛け程度のものであり、税田を求めたり、長く話しかけるようなことはでき襴嘱

4 ブレーイン7ェリフ内で「ガム」勾噛んだり、帽子をかぶることは許されなしヽ

5 日台督了後、静 主書0-7ェ アプレー
ー

お互いに「E」 を交わす.

2 プレーの幡随:(釧国瞑即u覆OF PLApに関す御

73 スターティングラインフップ (■〕M sTA「IM LINEUD
735 コート上時 のポジションが、ラインアップシートと違う場合に|よ 次のように対処する :

7352 セット開始工 そのセットのラインアップシートに記入されてしヽない選手がコート上にいるこ

とが発見された場合は、この選手はラインアップシートに従い変更されなけれ|ぬらない。この場合

には制裁はない。

7.35.3 しかし 監督がそのようなラインアップシートに記入されていない選手をそのままコートでプ

レーさせたい場合に1よ 監督は正規の選手交代を、該当するハンドシグサルを用いて要求する必要が
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あり、記録用紙に選手交代が記録される。

もしもラインアップシートと選手のポジシ∃ンの違いが、もっと遅い時点で発見された場合は、間

違いのあったチームは、正しいポジションに戻さなければならない。相肝チームの得点はそのまま有

効で、さぅに1点と次のサービスが与えられる。F・5違いをした時点から発見されるまでに、間違いの

あつたチームが得たすべての得点は取り消される。                    ^
7354 記録用紙の選手チーム選手欄に登録されていない選手がコート上にいることが発見された場合

は、相手チームの得点はそのまま有効で、さらに1点と次のサービス践 られる。間違いのあった

チームは、登録されていない選手がコートに入つた時点から得たすべての得点とセット (賭要であれ

ば 0-25と して)を失い、修正したラインアップシートを提出し 登録されていない選手がいたポ

ジションに、登録されている選手を新たにコート上に送らなければならない。

75 ポジションの反則 CPOuloNAL FAULT)
7.5.1 サーバーによリボールが打たれた瞬間に、いずれかの選手が正しいポジションにいない場合は、

そのチームはポジシ∃ンの反則をしたことになる。選手が不法な選手交代をしてコート上にいて、試

合が再開された場合は、不法な選手交代によるボジシ∃ンの反貝」とみなされる。(規則71,74169)
77 ローテーションの反則 CROTAnONAL FALLTD
771 サービスが正し<ローテーション順に行われなかつたとき、ローテーシヨンの反則となる。その

場合は次のような順序の結果となる :                  ^_
77.1.1 記録員がブザーによって試合を止めた場合、相手チームに 1点と次のサービスが与えられる。

もしも、ローテーションの反員Jにより始まつたラリーが完了した後に、そのローテーシヨンの反則が

指摘された場合は、そのラリーの結果に関係なく、相手チームに1点のか 与えられる。0誤」6.1.

3)

77.12 反則をしたチームのローテーション順は正しく直される。例誤」761)

(】L)

1 セツト̈ 、ラインアップシートに記入されていない選手がコート上にいる蝙台

① 副書はラインアップシートー に示し、記入されていなしヽ選手がコート上にいることを告

げもどちらの選手がスターティングメンパーかを尋綴乙

② 監督がラインアップシ…卜に記入されてしヽなLヽ議 コートに残すことを要望す

…

核

当するハンドングアルを示し正働劇警費剣障目鳳輛蘇孔 副書はハンドシグナルを示brD5
ホイッスルをする。記録員は正規の選手交代として田録をする。この日にラインアップシート

とおリー をコ‐卜に動 螂 .ヽ

③ 監督が提出したラインアップシートとおりの選手をスターティングメンパーとすることを要

望口電麗醍封よ そ鷺麗RコH受りυ礎封■きける。この颯合に劇嘲蟻騰銀詩 .ヽ

O副書閣両チームのラインアップ魯目罰気 主書にシグナ晰 臥 グー
ー

3れる.

2 不法な選手交代によるポジションの反則やローテーションの反則により始産つたラリーが完了

した後にその反則が帽請直

…

ラリー
ー をキャンセルし 相手チームに1点と次

のサービスガ与えら稲 .まな 出 鴎 っと遍 理諦配発見され 間違いをし日時点が明
らか

…

発見されるまでに、間違いのあったチームが目たすべての鮨向は取り消され乙
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3 ネット付近の選手 KPLAYm AT■[NETDに関す莉

113 ネットヘの接触 CCONTACT… 寵 NET)
11.3.1 ボールをプレーする動作中の選手による両アンテす間のネットヘの機触は反則である.

ボールをプレーする動作の中には、 (■に)踏み切りからヒット (またはプレーの試み)と女正し

た着鳳 新たな動作への準鮨 まれる。

1132 相手チームのプレーを妨害しない限り、選手は支将kロープ、またはアンテすの外側にあるネッ

トや他の物体に触れてもよい。

11郎 ポールがネットにかかり、その反動でネットが選手に触れても、団 」ではない。

114 ネット近く̈      (PLAYFS FAULTS AT■ [NE「)

1141 相手チームのアタックヒットの前、またはその最中に、選手が相手空間でボールもしくは相手選

手に触れたとき。 0誤」11.1.1)

11.犯 選手がネットの下から相手空間に侵入し 相手チームのプレーを嵯 したとき。α販」112.1)

1143 選手の片方の足 (両足)が相手コートに完全に侵入したとき. α腺」11″
1144 プレーに対する (主な)妨害 輌誤」113.1):

・ボールをプレーする動作中に、両アンテナ間のネット、またはアンテすに触れること。

・支持を得たり、身体を安定させたりするために両アンテす間のネットを使うこと。

・ネットに触れることにより相手チームに対して自チームが有利な状況を不正につ<り出すこと。

・相手チームによる正当なポールヘのプレーの試みに対し それを妨害す研 をすること。

・ネットをつかんだり、握つたりすること。

ボールがプレーされているときに、ボールの近くにいるいかなる選手やボールをブレーしようとしてい

る選手自身も、たとえボールに触れなくてもボールをプレーする動作中とみなされる。

しかし アンテす外側のネットに触れることは反則ではない。 例誤」913を除く)

ω

1 昧 ―ルをフレーする団卜ndよ ポールをプレーj― C薄伊61野Dの動作の開始から

終了までの卜適D勤麿と書える。アタック●70ックをする選手の場合、い 含む動作の開

始 0助走も含む)から安定塑目□聾劇珈悽押C」 を一連の動作とす&例えは ′1ックフタック

¨ しヽが余り、ネット
「
Lmるケースは反則となる.

2 ¨

-6」

Цよ 一つの動作の終了暗には次のル ー
ー し日動備が

含まれてい乙 例えばヽ フロックのときにひねりrat5薔地するときに、ネット
「
Lmる ケース

は回則となる.

3          どで、どこにトスが上ガ喝虐単雌瞑「だ累熟 タヽイミング召起きるネットヘの接

脚 と輸 明らか
―

mE卜
“

っ日鵬割助饉熊賑劇には日♭ヽ

4 アタックやプロックなど       了u日亀 ポ=ルが近く躙 ЦttE服り自き時の機

■‖妊更則RIはなもヽ

5 プレーの終了後にネットにぶら下がつたり、寄りかかつたりする動作」回甘Q麟醜

6 髪の毛がネットに触れたとき、ポールをブレーす        えたり、ラリーを中断させる

こ出 らか綱堕栞販則とす&
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4 サービス ぐ誕Π囃I)に関する事項

123.サービスの許可 (A』耐回日″ⅥてN OF… SIMCEp
主審は、両チームがプレーする準備ができ、サーバーがポールを持っていることを確認した後に、サ

ービスを許可する。

125ス クリーン CЮRINN⊃
12.61 サービングチームの選手Ll人または集団でスクリーンを形成しサーバーおよびサービスボ

ールのコースが相手チームに見えないように妨害をしてはならない。

1252 サービスが行われるとき、サービングチームの 1人または複審 が集国で腕を揺り動かし

たり、跳ぴはねたり、左右に動いたりして、あるいは集団で固まつて立ち、ポーリレがネット垂直面に

到達するま Cにサーバーとボールのコースの両方を隠すことでスクリーンが形成される。

∞

1 ラリーの終了のホイッスルから次のけLビス許可のホイッスルまでの踏間を、およそ8秒のテン

赫 う。

2 ラリー終了のホイッ刀レ嘲魚

…

ワイビングがない場合、およそ8秒が経過すればサー

バーがサービスゾーンでポールを屎持していることを確日しもサービス許可のホイッスルをす

る。

3 低いサービスポァルユ 形成されたスクリーンの上を通過しネット菫適面を通過したときに、ス

クリーン側 が前 る.

4 スクリーンを形成していることが明らかな場合、チームに対し

…

られるし再発した場

合は、マイナーミスコンダクトとし硼 石□騒翼醜

5 主審 (1。 R-00副 審 ond R― Dの責務に関す御

知 <■80>責務 (RttR研嘔旧lL田日的
2332 試含中、主讐は次の権限を持つD

23.323 次のことを判定する。

)サービスボールや3回目のヒットされたボールが生審側のアンテす上方や外側を通過したとき。

243<詢 >酪 KMSPONS日 呻

232 試含中、副詈は次のことを判定し、ホイッスルしてハンドシグナルを示す。

2328 サービスポールや 3回目のヒットされたボールが副審側のアンテす上方や外側制 したと

き。

∞

1 サービスポールや3回目のヒットされたポールが墨書GHD側のアンテナ上力や外側― し
たときに、主薔 GttDはホイッスルして、ポール “アウト・ のハンドシグナルを示す.

2 -― ビスポールがヒットされた後、ポールの軌道を確認す&
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6そ の他

1 コート上に6人の選手がいないのに、サービス許可のホイッスルをしたとき
コート上|こ 5人だ|ム または7人の選手がいるときにサービスのホイッスルをした場合、およびラリーが

始まつたり完了した場主 主審はそのことに気づいたら直ちに罰員」なしにラリーをやり直さなければなら

ない。

2 5回の選手交代を終えた後に、2人の交代選手が選手交代ゾーンに入ってきたとき

副審は監督に1組の選手交代だけが可能であることを伝え、どちらの選手交代を行うか碍 ねなければな

らない。そこに遅延がなければ他の選手交代は不当な要求として拒否され、翻 紙に記録される。

3 チームがサーバーについて割 団より誤った情報を与えられたとき

そのセットが進行した後に誤りが発党した場a誤 つた情報が与えられた時点の状態にラインすップを戻

し 得点も誤った帥 与えられた時点まで民す。タイムアウト、TTO、 罰則はそのまま有効とする。

これらの事実は記田用紙に記録されなければならない。
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