
２０２１年度
春季審判講習会

２０２１年４月１７日
麻生区ジュニアサッカー連盟

審判部



本日の流れ

テーマ
「レフェリーとしての基礎の確認」
～2021年度公式戦担当へ向けて～

１ はじめに
２ 試合の手続き ～キックオフまで～

３ 競技規則の確認 ～ファウル、オフサイド、ＰＫ～

４ ユニフォーム規定
５ 審判報告書



１ はじめに



審判員は・・・

競技規則および「サッカー競技の精神」に従って
・その能力の最大を尽くして
・競技規則の枠組の範囲で与えられた裁量権を
もって決定する存在

⇔４種のコーチングに置き換えると・・・

勝利を目指して全力を尽くす子どもたちに対して
・子どもたちが最大限にサッカーに集中し
（審判員に、ではない）
・子どもたちが競技規則を主体的に守ってプレー
するよう促す存在
（ゴールを目指す（守る）意図を感じることが重要）



審判員は・・・

理解

理解

理解

理解

浸透

適用

そんな存在となるためには、
３つのステップが重要。

競技規則の・・・

✔求められる存在となるために必要な
サッカー審判員の３つのステップ



３つのステップ

理解：競技規則を、その理念や背景も含め正しく理解すること。
適用：目の前の事象に規則をスピーディかつ正しく適用すること。
浸透：毅然とした態度、明確なシグナルで、競技者にルールを

浸透させること

理解

理解

理解

理解

浸透

適用

★理解しただけでなく、適用を目指す！★
★そして、その浸透を目指す！★



２ 試合の手続き



試合の手続き

（１）レギュレーションの確認

（２）大会本部に挨拶と審判員証提示

（３）フィールドチェック

（４）メンバーチェック

（５）レフェリーミーティング



（１）レギュレーションの確認

【 競 技 人 数 】 １１人制

＊ 交代選手のエントリーは１試合につき７名まで

＊ １チーム７名以上で試合成立

＊ 試合開始１０分前までにメンバー表を本部に提出

【 競 技 規 則 】 日本サッカー協会「２０１５年度競技規則」及び大会規定の競技規則によるものとします。

【 競 技 方 式 】 ブロック別に予選リーグを行い、勝点・得失点差・総得点・抽選により各ブロックの順位を決定。

さらに各ブロックのそれぞれ上位チーム、下位チームによる順位決定トーナメントを行い、最終順位を決定します。

＊

【 競 技 時 間 】 ４０分（２０分ハーフ、ハーフタイム５分）

順位決勝トーナメントにおいては、同点の場合にはＰＫ方式で勝敗を決定。ただし、決勝戦及び３位決定戦に

おいては、同点の場合、５分ハーフの延長戦を行い、さらに同点の場合にはＰＫ方式にて勝敗を決定します。

【 選 手 交 代 】 退場した選手の再出場が可能な自由交代制

【 棄 権 】 試合開始時刻に遅れた場合は原則として不戦敗とし、予選リーグでの不戦敗は当該チームの対戦結果を

全て無効とします。また、試合開始時に選手が７名に満たない場合も棄権と見做します。

【 そ の 他 】 ◎ 出場チームは、原則として試合開始３０分前には会場へ到着してください。

◎ 選手はエントリーの有無に係らず、人数制限なくベンチ入りが可能です。スタッフは３名までです。

◎ スケジュール表の割振りに従い、審判のご協力をお願いします。必ず審判服を着用し、担当試合の開始

５分前までに本部に集合下さい。

◎ 第１試合・第２試合のチームは、第１試合開始の１時間前に集合し、会場準備のご協力をお願いします。

◎ 最終試合のチームは、後片付けのご協力をお願いします。

◎ 事故や怪我等については、各チームの責任において対応下さい。

◎ 各会場の使用に際しては、注意事項を厳守して下さい。

上位３チームが中央大会に進出できます（区内参加チームが８～１０チームの場合に該当）。

交代時には必ず交代用紙を本部に提出し、主審の承認を得てから選手の入替を行ってください。

但し、川崎市サッカー協会指定のメンバー表を提出の場合は、交代用紙は不要とします。



（１）レギュレーションの確認

斎藤旗 U12リーグ 春季低学年

開催時期
４月３日～

５月５日
４月１７日～

７月１１日
４月２９日～

（地区大会）

人数
予選リーグ８人制
決勝・３決１１人制 ８人制 ８人制

試合時間
予選リーグ３０分
決勝・３決 ４０分 ３０分 ２０分

審判員 ４名
（R、A1･2、4th）

４名
（R、A1･2、4th）

４名※

（R、A1･2、4th）

※春季低学年の麻生地区予選は２審制
★いずれも２０２０－２１シーズン競技規則を適用



（２）大会本部への挨拶と審判証提示

審判登録証はアプリで用意しておくと便利。
JFAIDが必要。

本部では、改め
てレギュレーシ
ョンの確認をし
ておくと安心。



（３）フィールドチェック

↑フィールド内

↓フィールド外



←ハーフウェーライン

ベンチ

（３）フィールドチェック



（４）メンバーチェック

・メンバー表記載の名前と背番号の合致を確認
・用具チェックも同時に行う

⇒並んだ順番に背番号を読み上げて、
名前を答えさせると効率的。



（５）レフェリーミーティング
・スローインの役割分担（手、足）
・ファウルの対応（PA内外、オフサイド未採用）
・得点に関係する判定の対応
・オフサイドに気付かないときの対応
・フリーキック時の
ポジショニング
・アイコンタクトの
徹底

※入場時の１０秒
を逃さない！



３ 競技規則の確認



（１）第12条 ファウルと不正行為

◇直接フリーキックとなる行為①（程度あり）



（１）第12条 ファウルと不正行為

◇直接フリーキックとなる行為①（程度あり）

不用意とは・・・

無謀とは・・・

過剰な力とは・・・



（１）第12条 ファウルと不正行為

◇直接フリーキックとなる行為②（程度なし）



（１）第12条 ファウルと不正行為

◇ハンドの反則 ～状況による判定～

腕の上限はわきの下の
最も奥の位置



（１）第12条 ファウルと不正行為

◇ハンドの反則 ～状況による判定～



（１）第12条 ファウルと不正行為

◇ハンドの反則 ～身体的な判定～



（１）第12条 ファウルと不正行為

◇警告となる反則



（１）第12条 ファウルと不正行為

◇反スポーツ的行為 ～解釈の整理～



（１）第12条 ファウルと不正行為

◇退場となる反則



すばやいフリーキック -第12条-

・主審が警告または退場と判断した場合、懲戒の罰
則の処置をし終えるまでプレーを再開させてはなら
ない。
ただし、

・懲戒の罰則はプレーが停止されたときに行われる。
・適用された反則が、

競技者は



（２）第11条 オフサイド

◇オフサイドポジション

◇オフサイドの反則



（２）第11条 オフサイド

◇オフサイドにならない



（３）第14条 ペナルティキック

◇試合中のペナルティキック、キッカーとキーパー
以外の位置取り



間接フリーキック

間接フリーキック

間接フリーキッ
ク
セーブされない

セーブされる



ペナルティキック -第14条-

・ボールが蹴られるとき、
守備側チームのゴールキーパーは、

をゴールラインにふ か、

ゴールラインの させていなければならない。



キックオフ -第8条-

・コイントスに勝ったチームが、

・この結果により、相手チームがキックオフを行う、ま
たは前半に攻めるゴールを決める。

・前半に攻めるゴールを決めたチームは、後半開始
のキックオフを行う。

（４）その他のポイント



ドロップボール -第8条-

・ボールが守備側チームのペナルティエリア内にあっ
た、またはボールが最後に触れられたのがペナル
ティエリア内であった。

・その他のすべてのケースにおいて、

・他のすべての競技者は、ボールがインプレーにな
るまで、



フリーキックの壁 -第13条-

・ボールがインプレーになるまで、すべての相手競技
者は、7m以上ボールから離れる＆ペナルティエリ

ア内で与えられた守備側のフリーキックの時はペナ
ルティエリアの外にいなければならない。

① 以上の守備側チームの競技者が② を
作った時、全ての攻撃側のチームの競技者はボー
ルがインプレーになるまで②から③ 以上離れ
ていなければならない。

フリーキックが行われるとき、上記のように壁から離
れていない場合、 が与えられる。



守備側PA内での守備側チームのプレー再開

・ボールが

ときにインプレーとなる。

・ゴールキック、フリーキックが行われるとき、相手競
技者がペナルティエリアから出る時間がなく残って
いた場合、主審は

・ペナルティエリア内にいる相手競技者が、

場合、キックは再び行われる。



チーム役員への懲戒罰 -第12条-

・警告となる場合（例）

・退場となる場合（例）

・反則があり、その者を特定できない場合、



４ ユニフォーム規定





５ 審判報告書



審判報告書



審判報告書



審判部 主な活動内容

田中 審判部長　真福寺FC 　（１）審判講習会（座学４月）
安藤氏 百合丘子どもSC　審判担当 　（２）春季低学年大会麻生地区予選
加藤氏 南百合丘SC　代表 　（３）ＮＫリーグ５年生大会

　川崎市サッカー協会副理事長 　（４）審判講習会（実技９月、座学１０月）
酒井氏 真福寺FC 　（５）ＮＫリーグ３年生大会
馬場氏 柿生SC 　（６）新人戦５年生大会麻生地区予選
渡邊氏 柿生SC 　（７）トレセン大会審判派遣　

レフェリー
サポーター

10名程度 麻生区の各チームより有志

麻生区ジュニアサッカー連盟審判部



麻生区レフェリーサポータ制度について



ご清聴、ありがとうございました！

麻生区ジュニアサッカー連盟
審判部 田中

ルールに関するご質問等お気軽にお問い合わせください

becks.hajime@gmail.com


