
 

 

 
 

 

 

       令和元年度 年間 共通理解事項 

 

 
宮崎県バスケットボール協会 Ｕ１２部会 



大会基本規定事項 

下記の事項が守られない場合には、該当チームに没収試合等の厳しい処置が下される。 

項 目 事 項 

駐車場 

・ 各チーム５台までとする。（指導者・帯同審判も含む）駐車券は発行しない。 

・ 役員駐車場とチーム駐車場が区別されている場合は従うこと。 

・ 駐車可能時刻は、当日の第１試合の開始時間１時間前からとする。 

開場 

（入館開始） 

・ 開場時間以前に到着しても、入館することはできない。ただし、役員・会場準備チームはこの限

りではない。 

・ 開場時間は、試合会場ごとに異なる場合があるので審判割に記載するので確認する。 

靴 

・ 体育館シューズ（バスケットシューズ）と外ばきのシューズは区別すること。 

・ チームの外ばきは、かごやビニール袋等を使って各チームで管理すること。保護者の靴も同様で

ある。靴箱は使用しない。 

会場 

・ 各会場にて準備開始時間が異なる為、審判割の時間にて行う。なお、会場ごとに開始時間が

異なる場合がある。 

・ フロアーでの練習は会場準備ができ次第とする。 

・ 体育館のはしごに登る等、危ない行為は絶対にさせないこと。 

・ 各会場、指定された場所のみで応援すること。なお、鳴り物は禁止とする。 

・ チームで出したゴミ（弁当殻、飲み物、たばこの吸い殻など）はチームで必ず持ち帰ること。放

置厳禁。特に、業者に弁当を注文し、弁当殻を回収に来る際は必ず手渡しをすること。如何

なる理由があっても放置して帰ることは許されない。 

・ 会場での火気の使用やコンセント等の無断使用は厳禁である。 

・ トイレを使用する場合は、選手、保護者ともに、備えつけのスリッパに履き替えること。ただし、シ

ューズ用スリッパを使用する場合は除く。 

受付 

・ 指導者またはチーム代表者は、来場したら各会場の本部で受付を行い、ID を受け取ること。

なお、帯同審判・コミッショナーは、必ず印鑑（シャチハタ不可）を持ってくること。 

・ 受付の際に、帯同審判、コミッショナーの氏名を申告すること。 

・ 審判は、その日のうちに審判謝金を受け取ること。（翌日以降は支払わない。）その際、旅費

日当精算書に、氏名（自署）と住所を記載し、謝金と引き換えに受領印を押印すること。 

ID 

・ アリーナ内に立ち入る際は、必ず配布されているライセンス ID（コーチライセンス ID、審判ライ

センス ID）又はチーム ID を身につけること。なお、アリーナ内に常駐できる者は、大会役員とラ

イセンス ID を身に付けた指導者である。 

メンバー変更 

・ ベンチ入りできるのは、パンフレットに記載している者である。ただし、選手のお世話をする保護者

代表２名は、この限りではない。お世話係はベンチの椅子に着席することはできない。（指示、

指導も禁止） 

・ エントリーを変更する際は、変更届を本部へ代表者会議前に提出する。なお、選手ではない中

学生以下は、パンフレットに記載があってもベンチ入りはできない。 

スタートチェック 

・ チェック表は 1 クォーターに出る選手に〇をつけて、コーチが直筆でサイン記入し、指導者が提出

時間までに提出する。 

・ 提出時間は自チームの試合の前の試合の開始時間にする。ただし、第 1 試合のチームの提出

時間は第 1 試合の 30 分前である。 

・ スタートチェック表の提出後は、変更は認めない。ただし、自試合までの間に選手が出場不可と

なった場合はこの限りではない。 



連絡事項 

 

項 目 事 項 

ベンチ 

・ 試合中の水分補給は、ベンチ入りが認められている 20 名すべて、必ずシート上の椅子に着席

した状態で行う。また、水の入ったバケツのフロアー（ベンチを含む）への持ち込みは不可。 

・ ベンチエリアからのビデオカメラや iPad 等での写真撮影や動画撮影は認めない。また、観客席

から撮影した動画をネット上に公開することも認められない。 

TO 

・ TO の際にはルールを熟知した指導者もしくは保護者が子どもたちの後方に必ず立つ。 

・ 試合前にライセンスを所有している TO 主任若しくは審判は、当該試合のコーチのライセンス ID

の確認を行う。 

審判 

・ １チーム（男女別）につき１名、必ず帯同審判を必ず出す（兼任はできない）。なお、試合

当日、帯同審判を出せなかった場合は、大会の参加資格の要件に抵触することから没収試合

とする。 

・ ライセンスは D 級以上、または、審判委員長がその技術を認めたＥ級とする。 

・ チームに該当者がいない場合は、そのチームの責任で前述のライセンス以上の帯同審判を依頼

し確保する。なお、それらの帯同審判は、チームの勝ち負けに関わらず、大会全日程で審判が

できる者に限る。 

・ 審判の配置は、県協会 U12 部会審判部がその原案を作成し、県協会審判長の承認のもと

に行う。 

コミッショナー 

・ コミッショナー委員及びマンツーマン講習会を受講し、かつコーチライセンスを所持した各チームの

指導者・保護者が行う。 

・ 規則は JBA から出ている「マンツーマンディフェンスの基準規則」に則る。 

試合球 
・ 五号人工皮ボールを使用する。 

・ 各チーム持ち寄りとし、審判が試合球に適したと判断したボールを使う。 

試合 

・ 審判割の左側のチームを淡色のユニホーム着用とし、ベンチは TO に向かって右側とする。2 試

合目以降同じ色のユニホームを着用する場合は、両チーム間の話し合いで変更しても良い。た

だし、ベンチは色に関係なく審判割の通りとする。 

・ 試合が定刻を過ぎた場合、10 分後に次の試合を開始する。 

頭部外傷 
・ 試合中に選手が頭を打った場合、審判は直ちにプレイを中断する。 

・ 頭部外傷をした選手は、当日はプレイできないものとする。 

熱中症 

・ フープスターサカイカップに限り、クォーター間を 2 分とする。 

・ 指導者は試合前の練習やウォーミングアップ、試合中のタイムアウトやクォーター間において、積

極的に給水をさせる。 

・ チームは、屋外での練習時の帽子の着用や氷嚢や濡れタオル等の冷却器具の活用、飲料水

の十分な確保などの熱中症対策を講じなければならない。 

その他 
・  









 



① ベンチに入れる指導者の数及びお世話係について 

ベンチに入れる指導者・保護者・お世話係は以下のようにする。 

ヘッドコーチ 1 名・アシスタントコーチ 2 名・マネージャー 1 名・スコアラー1 名 以上のものはベンチに座ることを許

可する。お世話係 2 名は、ベンチに座ることは許されない。 

 

ヘッドコーチ 

ＪＢＡのコーチライセンスを所持しているものが試合に立ち続けて指揮をとってよい。 

審判に話しかけること・アピールすることができる。 

アシスタントコーチ 

JBA のコーチライセンスを持っているものが望ましいが、無くても構わない。ただし、事前登録がしてあること。選手に指

示・指導はできるが、立ち続けて指揮をとったり、審判へのアピールをしたりはできない。 

マネージャー 

ベンチ内で選手のお世話・ベンチ内の選手の管理を行う。 

スコアラー 

スコアシートを記入し、ＴＯとの確認を行う。 

 

上記のようにコーチのライセンスを所有しているのといないのでは、与えられる権限が違ってきます。チーム内にライセン

ス所有者を増やしましょう。審判・コミッショナーも同様に増やしていきましょう。 

 

② タイムアウトについて 

令和元年度より各クォーター1 回のタイムアウトが認められる。ただし、1 回のタイムアウトは 45 秒となる。ＴＯは、

審判がタイムアウトをコールしたのち４５秒を図り始める。35 秒経過したらブザーで知らせる。選手は速やかにコート

に出ていき、４５秒経過のブザーが鳴った後にゲームが再開される。 

 

③ 選手の交代について 

４Ｑに限りボールがデットになった際交代が認められる。交代は、選手がＴＯに伝え交代席に座って待機し審判の

指示でコート内に入る。ＴＯは、新しく入った選手のみをチェックすればいい。 

 

④ ４Ｑ、延長時限の残り 2 分について 

第 4 クォーターもしくは各延長（オーバータイム）残り 2 分の間で、ボールをアウトオブバウンズからスローインをすると

きに、まだボールが審判もしくはスローインをするプレーヤーの手にある時に、コート上のディフェンスのプレーヤーが相手

に起こした触れ合い（ファウル）と審判が判断したプレー（ラスト２ミニッツシチュレーション：Ｌ２Ｍ）オフェンスプレ

ーヤーには、適用されない。 

上記のプレー（ファウル）は、アンスポーツマンライクファウルとなり相手にフリースロー2 本とスローインが与えられる。 



 

令和元年度 審判部資料 

宮崎県バスケットボール協会 U－12 部会：審判部 

 

１ 競技規則等について 

○「実施要綱」に準ずる。 

○ JBA 2019 年度 U12 カテゴリー新ルール変更点 20190401 に準ずる。 

 

２ 審判割り当てについて 

 〇 リーグ戦方式により、各チームの帯同審判で運営していく。  

 〇 出場チームは、審判ライセンスが D 級以上の方を帯同審判とする。帯同審判

が他のチームの帯同審判と重複することは認められない。 

○  2015 年度までに日本公認資格（現在の B 級）を有していた E 級の方は帯同

審判として認められる。 

○ チームに、D 級以上の審判がいない場合は、各地区の日本公認推薦員や知り合

いなどを通して、帯同審判を確保する。旅費、謝礼、弁当代については各チーム

で決める。帯同審判についても、5 台以内の車台数に含む。 

  ※ 帯同審判用の駐車券はありません。相乗りしていだたくか、チーム内で工夫

してください。 

 ○ 割り当ての変更や交代等は勝手に行わないようにする。意見や相談等があれ 

  ば，必ず審判長に連絡を行う。その後、会場の審判主任と協議する。 

 

３ 審判員の方へのお願い 

（１） 基本スタンス「連携と協働」「インテグリティ（誠実）の精神」に則りお願

いします。 

（２） 重点目標は、「ゲームの価値向上」です。 

（３） インテグリティの精神に反していることに関して、テクニカルファウルを取

ってください。（特に、B 級、C 級審判員は毅然とした態度で！子どもの人権

を守るために！） 
 

７ テクニカルファウル（TF）  

【JBA プレーコーリング・ガイドライン 20190401】 

（１） ベンチ及びプレーヤーが審判、テーブルオフィシャルズ、相手チーム、

自チーム、観客に対して失礼な態度で接すること（ゲームを尊重する 

精神に反する振る舞い） 

 ・コーチが選手（自チーム・他チームを含む）に対して、人権・人格・ 

身体的特徴、自尊心等を否定する暴言・暴力的行為 

 

   【JBA 2019 年度 U12 カテゴリー新ルール変更点 20190401 より】 

   １１ テクニカルファウル（スコアシートの記入法） 

      コーチのテクニカルファウルは（C）、ベンチのテクニカルファウルは

（B）と記入する。 

   １２ コーチの失格・退場 

      コーチのテクニカルファウル（C）2 個で失格・退場とする。 

      ベンチのテクニカルファウル（B）3 個または、ベンチのテクニカルフ

ァウル（B）2 個と（C）1 個で失格・退場とする。 

      コーチが失格・退場となった場合は、隣の欄に（GD）と記入する。 



 

 

暴言・暴力的行為によるテクニカルファウルとは  

【JBA インテグリティ委員会資料より】 

 １ コーチのプレーヤーに対する暴言 

 （１） 人格、人権、存在を否定する言葉 

  <具体例> 最低、クズ、きもい、邪魔、出ていけ、帰れ、死ね、てめえ、 

この野郎、貴様 

 （２） 自尊心を傷つける、能力を否定する言葉 

  <具体例> 役立たず、下手くそ、アホ、バカ 

 （３） 身体的特徴をけなす言葉 

  <具体例> チビ・デブ 

 （４） 恐怖感を与える言葉 

  <具体例> 殴るぞ、しばくぞ、ぶっとばすぞ、帰りたいの？  

試合出たくないの？ 

 ２ コーチの暴力的（攻撃的・虐待的含む）振る舞い（行動・行為） 

 （１） 殴る・蹴るなどを連想させる行為 

 （２） プレーヤーと近接（顔の目の前、腕一本分より近い距離）して高圧的 

威圧的に指導する行為 

 （３） 「おい！」「こら！」と大声でプレーヤーを高圧的威嚇的に指導する 

行為 

 （４） 継続的かつ、度を超えた大声でプレーヤーを指導する行為、いわゆる 

怒鳴りつける行為 

 （５） 物に当たる、投げる、床を蹴るなどの行為 

 ３ 第三者が不快と感じる振る舞い（行動・行為） 

 （１） 不潔な服装、裸足やスリッパでの指導 

 

 

４ 指導者の方へ 

（１） 子どもはミスしたくて、ミスしているわけではありません。子どもには、

失敗する権利があります。完璧なプレイヤーはいません。挑戦したことに対

して、指導者は、認め、励ましましょう。恫喝などして、子どもを委縮させ

るようなことは、自分のコーチングテクニックがないことを表しています。 

（２） SNS などが進化している時代です。周りの誰が見ても、気持ちの良い試

合になるようにしましょう。そのためにも、みんなで声を掛け合い、駄目な

ものは駄目という考えのもと、声を掛け合っていきましょう。 

（３） 「これまでの指導不足」と自分の責任にすることで、課題に対する解決策

を考え、指導に生かすことができます。自分にとっても子どもにとっても

Win-Win です。 
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2019 年度 U12 カテゴリー新ルール変更点 20190401 

JBA 審判担当  

U12 カテゴリー部会 

 

2019 年度の U12 カテゴリー新ルールの適用については、以下の対応により実施する。ただし、以下に

記載のない事項については、ミニバスケットボール競技規則によるものとする。 

 

※なお、この資料は、「FIBA 新ルール変更点 20190206」および「U12 カテゴリーにおける競技規則の 

一部変更について」、「マンツーマン推進におけるテクニカルファウルの対応変更について」の内容に加え、 

これまでの競技規則とミニバスケットボール競技規則の相違点も含めて、2019 年度の U12 カテゴリー 

新ルールの変更点をまとめたものであり、新たなルール変更を示すものではない。 

 

＜変更点概略＞ ① 施設用具に関する事項 (変更点 1,5) 競技運営関連  

② 競技規則に関する事項 

(変更点 2,3,4,6,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 審判関連 

③ 言葉の整理 (変更点 7,10) 審判関連 

 

＜適用時期＞ 変更点 11(テクニカルファウル),12(失格・退場),20(マンツーマンペナルティー) 

→2018 年度全国ミニバスケットボール大会から適用する。 

その他の変更点 

→2019 年 4 月 1 日から適用する。 

 

１．制限区域（ミニバス競技規則  第 4 条 境界線とコート内のライン） 

【変更理由】 JBA 競技規則に則ったコートデザインも利用できるようにするため。 

【新ルール】 制限区域はミニバスケットボール競技規則第 4 条に定める台形または JBA

競技規則第 2 条 4-3 に準拠する長方形とする。 

 

２．プレーヤーが負傷した場合（ミニバス競技規則に規定なし） 

【変更理由】 負傷したプレーヤーの交代について新たに規定するため。 

【新ルール】 JBA 競技規則第 5 条を準用する。 

怪我をしたプレーヤーが速やかに(約 15 秒以内)プレーを継続できない場合、

プレーヤーは交代をしなければならない。 

   ゲーム中に出血したり傷口の開いているプレーヤーは交代しなければならない。 

怪我をしたプレーヤーがタイムアウト中に回復した場合、プレーを続行すること

ができる。 
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３．主審の任務と権限（ミニバス競技規則  第 9 条 審判） 

【変更理由】 主審のみの任務の一部を審判(主審または副審)の任務とし、より円滑な 

競技進行を図るため。 

【新ルール】 JBA 競技規則第 40 条を準用する。 

5 個のファウルを宣せられたプレーヤーは審判によってそのことを伝えられ、速や

かにコートを離れなければならない。 

※JBA 競技規則では、「主審」は「クルーチーフ」、「副審」は「アンパイア」とし 

ている。 

 

４．コーチ（ミニバス競技規則  第 13 条 構成、第 14 条 コーチ） 

【変更理由】 新たにアシスタントコーチのエントリーを認めるため。 

【新ルール】 JBA 競技規則第 4 条および第 7 条を準用する。 

各チームの構成にアシスタントコーチを加える。 

コーチとアシスタントコーチは、一度にどちらか一方であればゲーム中に立ち続け

ることを認める。 

 

５．チームベンチエリア（ミニバス競技規則  第 14 条 コーチ） 

【変更理由】 コーチの移動できる範囲を明確にするため。 

【新ルール】 JBA 競技規則第 2 条を準用する。 

大会主催者は、次の 2 本のラインでチームベンチエリアを区画する。 

・サイドラインと直角に、センターラインから 3m 離れた位置に引いたライン 

・エンドラインを延長したライン 

 

６．身につけるもの、身につけてはいけないもの 

（ミニバス競技規則 第 14 条 コーチ、第 15 条 ユニフォーム） 

【変更理由】 身につけてはいけないものと、T シャツ、アンダーガーメント以外の身につけるもの

を定めるため。 

【新ルール】 JBA 競技規則第 4 条を準用する。 

プレーをするのにふさわしくないもの、ゲームに支障をもたらすものを身につけては

ならない。 

身につけるものは、シャツと同じ主となる色か黒色か白色のもので、同じチーム

のプレーヤーは同じ色を着用しなければならない。 

 

７．競技時間（ミニバス競技規則  第 16 条） 

【変更理由】 使用する言葉を整理し、表現を統一するため。 

【新ルール】 FIBA 新ルール変更点 20190206 を適用する。 

「クォータータイム」 を 「インターバル」 に変更する。 

   「延長時限」 を 「オーバータイム」 に変更する。 

   ※競技時間そのものに変更はない。 6-①-6-⑤-6-①-6(-②-3･･･) 
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８．出場と交代（ミニバス競技規則  第 23 条） 

【変更理由】 8 人以上による試合成立を導入するため。 

交代により多くのプレーヤーに出場機会を与えるため。 

【新ルール】 8 人以上による試合成立と交代を適用する。 

競技者登録数が 8 人または 9 人のチームでも試合成立を認める。 

   10 人以上のチームの出場ルールはこれまで通り。 

 第 4 クォーターと各オーバータイムでは、ボールがデッドでゲームクロックが止まった

ときに交代を認める。 

交代席は設けなくてもよい。交代席がない場合、交代するプレーヤーは 

スコアラーズテーブルの横に腰を下ろして待つ。 

 

９．タイムアウト（ミニバス競技規則  第 24 条） 

【変更理由】 きめ細かく指導する機会を与えるため。 

タイムアウトが認められる時機を明確にするため。 

【新ルール】 タイムアウト回数の変更を適用する。 

JBA 競技規則第 18 条を準用する。ただし、ゲームの最後の 2 分間における

再開時にスローインする位置の選択は採用しない。 

各クォーターおよびオーバータイムに 1 回ずつ、45 秒間のタイムアウトをとること

ができる。 

タイムアウトが認められる時機は、次のときに始まる。 

・ボールがデッドでゲームクロックが止められたとき 

 ただし、ファウルまたはバイオレーションのあとは、審判がテーブルオフィシャルズに 

伝達を終えたとき(両チームとも請求することができる) 

・最後のフリースローが成功してボールがデッドになったとき(両チームとも請求  

することができる) 

・相手チームがフィールドゴールで得点したとき(得点されたチームは請求する 

ことができる) 

タイムアウトを認められる時機は、スローインするプレーヤーにボールが与えられた

とき、あるいはフリースローの場合はボールがフリースローシューターに与えられたと

きに終わる。 

 【再開の方法】 タイムアウトが認められた時点で指定された位置からのスローイン、または 

フリースローで再開する。 

 

１０．ボールのコントロール（ミニバス競技規則 第 26 条） 

【変更理由】 使用する言葉を整理し、表現を統一するため。 

【新ルール】 「保持」 を 「コントロール」 に変更する。 
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１１．テクニカルファウル（ミニバス競技規則  第 43 条、p85 スコアシートの記入法） 

【変更理由】 テクニカルファウルの規程と罰則を明確化するため。 

【新ルール】 FIBA 新ルール変更点 20190206 を適用する。 

JBA 競技規則第 36 条を準用する。 

試合中のコーチの暴力的行為や暴言はコーチのテクニカルファウル(C)とする。 

テクニカルファウルの罰則は 1 本のフリースローのみとする。 

ボールをコントロールしていたチームのテクニカルファウルの場合、再開時のショッ

トクロックは継続する。 

ボールをコントロールしていないチームのテクニカルファウルの場合、再開時の 

ショットクロックは 24 秒にリセットする。 

【スコアシート】 コーチのテクニカルファウルは(C)、ベンチのテクニカルファウルは(B)と記入する。 

※マンツーマンディフェンスの基準規則の違反は、「マンツーマンペナルティー」 

として別途処置する。 

 

１２．コーチの失格・退場（ミニバス競技規則 第 43 条） 

【変更理由】 インテグリティ委員会の決定に対応し、新たに規定するため。 

【新ルール】 JBA 競技規則第 36 条を準用する。 

コーチのテクニカルファウル(C)2 個で失格・退場とする 

ベンチのテクニカルファウル(B)3 個またはベンチのテクニカルファウル(B)2 個と 

(C)1 個で失格・退場とする。 

【スコアシート】 コーチのテクニカルファウル(C)2 個またはベンチのテクニカルファウル(B)3 個、 

あるいはベンチのテクニカルファウル(B)2 個と(C)1 個で失格・退場となった 

場合は、隣の欄に(GD)と記入する。 

 

１３．処置の訂正（ミニバス競技規則  第 48 条） 

【変更理由】 訂正できる誤りを追加して定めるため。 

【新ルール】 JBA 競技規則第 44 条を準用する。 

フリースローの誤りに加え、得点の間違いも訂正できることを明記する。 

※訂正できる時期は、これまでのミニバス競技規則から変更しない。 

 

１４．ショットクロック（ミニバス競技規則  第 12 条、第 37 条） 

【変更理由】 ショットの機会と 1 対 1 の攻防を増やし、よりスピーディーなゲーム展開とするた

め。 

【新ルール】 ショットクロックの変更を適用し、24 秒ルール/14 秒リセットを導入する。 

   JBA 競技規則第 29 条および第 50 条を準用する。 

ただし、14 秒リセットはオフェンスリバウンド(チームリバウンドを含む)のみとする。 

   ボールがバックボードとリングの間に挟まった場合は 24 秒または 14 秒の 

リセットとする。 
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１５．スローイン（ミニバス競技規則第 40 条） 

【変更理由】 ゲームの最後の 2 分間での遅延を防ぐため。 

【新ルール】 FIBA 新ルール変更点 20190206 を適用する。 

ゲームの最後の 2 分間でのスローインに対する遅延行為は TF とする。 

審判はプリベンティブシグナルで警告を与える。 

 

１６．アンスポーツマンライクファウル（ミニバス競技規則  第 46 条） 

【変更理由】 ゲームの最後の 2 分間でのスローインのとき、オフボールで起きたファウルに 

ついて新たに規定するため。 

【新ルール】 JBA 競技規則第 37 条を準用する。 

ゲームの最後の 2 分間でのスローインのとき、スローインのボールが手から離れる 

 前にコート上のディフェンスプレーヤーが起こしたファウルはアンスポーツマンライク 

 ファウルとする。(C4 適用) 

 ※U12 では、UF,DQ のフリースロー後のスローインは、センターラインの延長  

から行い、ショットクロックは 24 秒にリセットする。 

 

１７．ドリブル（ミニバス競技規則  第 32 条） 

【変更理由】 ドリブルについての規定を明確化する。 

【新ルール】 FIBA 新ルール変更点 20190206 を適用する。 

バックボードを狙ってボールを投げることはドリブルではない。 

 

１８．ダブルファウル（ミニバス競技規則  第 45 条） 

【変更理由】 ダブルファウルとみなすための条件を新たに定めるため。 

【新ルール】 FIBA 新ルール変更点 20190206 を適用する。 

ダブルファウルとみなすためには、次の条件を満たすことが求められる。 

   - 両方のファウルが、プレーヤーのファウルであること。 

   - 両方のファウルが、体の触れ合いを伴うファウルであること。 

   - 両方のファウルが、対戦プレーヤー間で起きること。 

   - 両方のファウルの罰則が等しいこと。 

 ※条件を満たさない場合はダブルファウルとはならず、事象が起きた順番通り 

に処置する。 

   ※U12 では、オフェンスファウルでもチームファウルの罰則によるフリースローを 

与える。(継続) 

 

１９．ファイティング（ミニバス競技規則に規定なし） 

【変更理由】 これまでなかった規定を新たに定めるため。 

【新ルール】 JBA 競技規則第 39 条を準用する。 
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２０．マンツーマンペナルティー（マンツーマンディフェンスの基準規則） 

【変更理由】 マンツーマンディフェンスの基準規則違反について、競技規則によるテクニカル 

ファウルと明確に分けるため。 

【新ルール】 マンツーマン推進におけるテクニカルファウルの対応変更について を適用する。 

マンツーマンディフェンスの基準規則違反による赤旗対応のテクニカルファウルは 

 マンツーマンペナルティー(M) に変更する。 

   マンツーマンペナルティーはスコアシートのコーチのファウル欄に(M)と記入する。 

 マンツーマンペナルティーは 3 個で失格・退場とする。 

マンツーマンペナルティーとテクニカルファウルは合算しない。 

 マンツーマンペナルティーはチームファウルに数えない。 

   マンツーマンペナルティーによる失格・退場は規律案件とはしない。 

【審判のシグナル】 マンツーマンコミッショナーの説明が終わったら、審判は笛を鳴らし、声で 

「マンツーマンペナルティー」を宣し、1 本のフリースローを示す。 

【スコアシート】 マンツーマンペナルティー3 個で失格・退場となった場合、3 個目の(M)の隣の

欄に(GD)と記入する。 

 

２１．スコアシート(ミニバス競技規則 p84) 

 【変更理由】 U12 カテゴリー新ルールに対応するため。 

 【新ルール】 U12 カテゴリーで使用するスコアシートは、別紙の様式とする。 

 【コーチのファウル欄の記入】 コーチのファウル欄に、テクニカルファウル(BorC)、とマンツーマンペナル 

ティ(M)を、事象が起きた順に記入する。 

















マンツーマン推進における判定基準の考え方

および

マンツーマン推進が目指す目的の再確認

2019/5/8

マンツーマン推進プロジェクト



1

マンツーマン推進における課題

１．マンツーマンコミッショナーによる判定の運用の考え方
・U15世代のゲームにおいて、コミッショナーが判定の際にゲームの雰囲気を

考慮してしまい、違反事象があっても黄旗・赤旗対応ができないケースが

あった。

（U12世代では事象があれば黄旗・赤旗対応をするように講習会等で周知を

していた）

２．マンツーマン推進プロジェクトの目的からの逸脱
・組織的ディフェンスの使用が見られ、プレーヤーに身につけさせたい習慣と

は異なる狙いとなっている。

・「個の育成」というマンツーマン推進の目的が達成されない。

・「マンツーマンではない」と捉えられる事象があり、対応の整理が必要である。



2

マンツーマンコミッショナーによる判定の運用の考え方について

●考え方
コミッショナーは、ゲームの状況を考慮しながら判定を行うべきではなく、事象のみ
に対して客観的に判定する。

●理由
心情やゲーム状況を考慮に入れながら判定することは、判定者の主観が大きく含ま
れることになり、判定基準の幅が広がることに繋がり、明確性に欠けることになる。

●今後
ゲームにおいてコミッショナーが判定する際の考え方（事象のみに対して客観的に
判定する）を周知徹底する。
ルールの変更ではないため、できる限り速やかに実施運用をお願いする。
全中ブロック・全中では実施する。



3

マンツーマン推進プロジェクトの目的からの逸脱①

●そもそもなぜマンツーマン推進を行っているか
個の育成を行うため。
日本のバスケットボールの強化育成、そして日本バスケットボールの活性化に繋がる事業。

●個の育成とは何を指しているのか
個人のオンボールのオフェンス・ディフェンス、オフボールのオフェンス・ディフェンスを
身につけ向上させること。

●オンボールオフェンス ：個人で破っていく力、得点を取る力
・ショット、ドライブ、パス、1対1の駆け引き

●オンボールディフェンス：個人で守りきる力
・ショット、ドライブを止める（インラインを守り続ける）

●オフボールオフェンス ：スペーシング
・どこにいるか、どこへ動くか

タイミング
・いつ動くか

●オフボールディフェンス：ポジショニング
・マークマンをノーマークにしない
・ボールマンディフェンスを助ける

ビジョン
・ボールとマークマンを常に捉える

予測する力



4

育成世代における戦術

●育成世代における戦術の利用

（元日本代表HCジェリコ・パブリセビッチ氏の言葉より）
・日本の指導者は戦術の研究に長けている。

・一方で個の育成が不足している。

・戦術を取り入れることでチームは勝利を得るかも知れないが、選手が得るものが少ない。

・次の世代でチームが代わりコーチが代わればその戦術を使わない場合が多い。

・その選手は新たなコーチの元ではプレーできなくなる場合もある。

・これを避けるためには、どのコーチの元でも通用するものを身につけておくこと、これが

土台となる。

・育成世代ではポジションを早期に決めることなく，オールラウンドにプレーできるように

指導することが大切である。

●育成世代での戦術導入を多くしすぎないこと（提言）
・戦術を取り入れるのは、チームの勝利を目指すことが優先されていないかを考えて欲しい。

・育成世代の勝利は、大会結果や代表やトップ選手を作ることだけでなく、将来大きく成長

する土台を植え付けること、バスケットボールを楽しむことができる選手を作ることと捉え

ていただきたい。

・オフェンスにおいても早期にスクリーンを導入することは個の突破力を高めることを阻害

するとも考えられ、14〜15歳頃からの導入が望ましいと考えている。



5

アンダーカテゴリー代表が目指すもの

●考え方(JBA技術委員会で話されている内容)
・国際大会で日本代表が対戦する相手は強く大きい。
・男女共に、ギャンブルを仕掛けるよりも、しっかり破れを作らないようにして守ることが
優先と考えている。

●国内で勝つことと国際で勝つことの違い
・育成指導者は国内で勝つことだけではなく、将来国際的に通用する選手を作る目標を持とう。
・国内で通用する戦術、国際で通用しない戦術は存在する。
このことは何か、育成指導者全体で共有したい。

●アンダーカテゴリー代表での要求：オンボールディフェンス
・簡単にレイアップされず、一人で守りきる力を持つ。
・簡単にショットされないクローズアウトからのオンボールディフェンス、ドライブ対応力を
身につける。

●アンダーカテゴリー代表での要求：オフボールディフェンス
・オーバーヘルプをしないようにしながら、オンボールディフェンスを助けるポジションを
取り続ける。

・オーバーヘルプとはヘルプに行きすぎること。その結果ノーマークをある時間作ることに
なり、ローテーションが必要となること、強いチームはオーバーヘルプによってできた穴を
見つけることにつながる。

・ボールとマークマンの両方をビジョンとしてとり続けることで、マークマンをノーマークに
することを防ぎ、何が次のプレーとして起こりそうかを予測することに繋がっていく。



6

育成世代の指導者のあるべき姿

●育成世代指導者の考え方
スペインでは、育成世代でゾーンを行うことは指導者のモラルに反することと考えられている。
育成世代の選手にゾーンを教えても将来プラスにならないのになぜ指導者がそれを教えるのか、
という考え方である。

●育成世代のコーチングの考え方を見直そう
誰のために、何のために、コーチングをするのでしょうか？
選手の成長できるための土台を作る助けをしてあげましょう。
将来を見据えた指導を行いましょう。
バスケットボールの楽しさを教え、徐々に競争を教えてあげましょう。
強化を目指す選手にはより高度なものを学ばせ、楽しさを重視する選手には楽しめる範囲での
やり方を教えてあげましょう。

●Basketball for LIFE
トップに辿り着いた選手も必ず引退します。トップに行った選手も行かなかった選手もずっと
バスケットボールと良い形で関わって欲しい、それは普及に繋がっていきます。
人生の中でのバスケットボールを指導者は考えてあげるべきです。
育成年代からのバスケットボールとの関わり方が選手のバスケットボール人生に大いに関係
しています。
このことを育成世代の指導者は常に頭に置かなければなりません。

「育成指導者は選手の未来に関わっている」
「育成指導者はバスケットボールの未来を創っている」



 

 

 

マンツーマンコミッショナーの設置および競技会（試合）における運用について 
 

 

〔マンツーマンコミッショナー設置の目的〕 

マンツーマンコミッショナー（以下、「コミッショナー」）の設置の主な目的は試合における違反行為を取り

締まることではなく、マンツーマンに対する理解を推進し、円滑に試合運営を行い、より子どもたちがバス

ケットボールを楽しめる環境を構築すること。 

 

 

〔マンツーマンコミッショナーの任務〕 

ゲーム中はコミッショナーがマンツーマンディフェンスを監督・管理する。マンツーマンディフェンス基準規

則（以下、「基準規則」）違反の判断はコミッショナーが行い、コミッショナーのいない大会でも、審判員の

判断だけで処置をくだすことはない。 

（1）コミッショナーは違反行為が生じた際に「黄色（注意）」の旗を振り、そのチームのベンチを指し、コー

チ・選手の対応を確認する。 

（2）改善しない場合は、「赤色（警告）」の旗を上げ、ゲームクロックが止まった際に審判に伝達し、TO 席

の前で両チームのコーチに対して内容を簡潔に説明する。（審判により、コーチに警告が与えられ

る） 

（3）同じチームの 2 回目以降の違反行為に対しては、1 回目と同様にゲームクロックが止まった際に審

判に伝達し、TO 席の前で両チームのコーチに対して内容を簡潔に説明する。（審判により、コーチ

にマンツーマンペナルティが与えられる） 

（4）「赤色（警告）」の旗が掲げられた場合、コミッショナーはボールの保持が変わった時およびボールが

デッドになった時に速やかにホイッスル・ブザー等で審判に知らせてゲームを止める。オフィシャル

はホイッスル・ブザー等と同時にゲームクロックを止める。ゲームを止めた後は、赤旗に関する処置

を行う。 

 

※ （2）「改善」とは「選手のプレーについての改善」である。 

※ （2）黄色旗から赤旗への移行の目安は「5 秒程度」とする。ただし悪質な違反行為とコミッ
ショナーが判断した行為については黄色旗を振らずに赤旗から振ってよい。また、黄色旗

を振っているときに即座に赤旗を振ってよい。 
 

■ボールのチームコントロールが変わる時（ボールの保持が変わる時） 

・ オフェンス側自身のミスやディフェンス側がスティールすることにより、ディフェンス側がボールをコン

トロールした時 

・ ディフェンスリバウンドをコントロールした時 

・ フィールドゴール成功時 

・ ファウル・バイオレーションが起こった時 

 

■ボールは次のときにデッドになる（競技規則第 10条ボールのステータス（状態）、10-3） 

・ フィールドゴールあるいはフリースローが成功した時 

・ ボールがライブで審判が笛を鳴らした時 

・ フリースローでボールがバスケットに入らないことが明らかになり、その後: 

-あとにフリースローが続く時 

-別の罰則（フリースローやボールのポゼッション）がある時 

・ ピリオド終了のゲームクロックのブザーが鳴った時 

・ チームがボールをコントロールしている間にショットクロックのブザーが鳴った時 

改定内容（網掛け部分） 



 

【補足】ただし、ショットクロックのブザーが誤って鳴った時は除く。 

・ ショットされたボールが空中にある間に次のいずれかが起こった後で、どちらかのチームのプレーヤ

ーがボールに触れた時： 

-審判が笛を鳴らした後 

-ピリオド終了のゲームクロックのブザーが鳴った後 

-ショットクロックのブザーが鳴った後 

 

（具体的な対応） 

・防御側がボールを獲得した時は、ゲームを止める。 

・攻撃側が得点を取った時は、得点を認め、ゲームを止める。 

・攻撃側がオフェンスリバウンドを取った時は、まだボール保持があり得点を取る機会が継続している

ためゲームは止めない。 

・審判が笛を鳴らした時は、ゲームを止める。 

・プレーが止まるまでに起きたことは全て記録する。 

 

※違反行為の数はコミッショナーが管理する。 

※審判が「赤色（警告）」の旗に気付かない場合は、ゲームクロックが止まった際にブザーを鳴らすことも

可とする。 

※悪質な違反行為については、「黄色（注意）」の旗を振らずに、「赤色（警告）」の旗を上げることも可と

する。（試合終了間際など） 

※体力、技術不足により故意ではない違反行為が発生する可能性もあるため、違反行為の判定にあた

っては留意する。 

※ピリオド間、ハーフタイム等も必要に応じてコーチ・審判員とコミュニケーションを図り、円滑に試合を進

めるよう努める。 

※試合終了後、速やかに競技会主催者（競技本部等）に報告する。 

 

 

〔審判員の任務〕 

日本全国において一貫した基準でのマンツーマンの推進を行うことが目的であり、違反行為を取り締ま

ることが目的ではないことを理解する。審判員はコミッショナーと密に連携を図り、円滑な試合運営を行

う。 

（1）1回目の赤い旗が上げられた場合 

赤い旗が上がり、最初にゲームクロックが止まった際、クルーチーフ（主審）は TO 席の前に両チー

ムのコーチを集め、コミッショナーからの説明後に、当該コーチに対し警告（1 回目）であることを明

確に伝える。この間、アンパイア（副審）はコート内の選手を把握し、すぐにゲームが再開できるよう

にその場に待機させる。 

コーチから選手に説明が必要な場合、TO席前にコート上の 5人の選手を集め説明を行わせた後、

速やかにゲームを再開させる。 

※他の罰則によりフリースローがある場合は、コミッショナーによる説明を行い、当該コーチに警告

を与えた後フリースローを行い、ゲームを再開する。 

※不必要に時間をかけずに、ゲームの再開を速やかに行う。 

 

（2）2回目の赤い旗が上げられた場合 

赤い旗が上がり、それが同じチームの 2 回目以降の違反行為の場合は、最初にゲームクロックが

止まった際、主審は TO 席の前に両チームのコーチを集め、コミッショナーからの説明後に、当該コ

ーチに対しマンツーマンペナルティを宣する。 

※相手チームに 1個（ミニバスケットボールにおいては 2個）のフリースローとスローインを与える。 

※他の罰則によるフリースローがある場合は、（５）のとおり処置を行う。 

 



 

（3）各ピリオドの終了間際の処置について 

各ピリオド（延長時限を含む）の終了間際に違反行為が生じ、コミッショナーの旗（赤色）が上がり、

そのままゲームクロックが止まらずに各ピリオドが終了した場合、その警告および罰則はすべて有

効とする。 

①1回目の違反行為（赤色の旗・警告）の場合、各ピリオドが終了したのち、主審は TO席の前に両

チームのコーチを集め、コミッショナーからの説明後に、当該コーチに対し警告（1 回目）であるこ

とを明確に伝える。 

※インターバルの時間は、コーチに警告が与えられた後からはかり始める。 

②同じチームの 2 回目以降の違反行為（赤色の旗・警告）の場合は、各ピリオドの終了後ただちに

相手チームに 1個（ミニバスケットボールにおいては 2個）のフリースローを与える。 

※インターバルの時間は、フリースローが終わってからはかり始める。 

※次のピリオドは、センターラインのアウト・オブ・バウンズからのスローインで開始される。（ファ

ウルの罰則によるスローインなので、スローインが終わっても、ポゼション・アローの向きは変

えない） 

 

（4）ゲーム終了間際（第 4 ピリオド・延長時限）残り 2 分を切ってからの違反行為（赤色の旗・警告）につ

いては、1回目の警告でもマンツーマンペナルティの対象とする。 

※試合の勝利を意識しての意図的なイリーガルディフェンスは、1 回目の警告でマンツーマンペ

ナルティとなる。 

※本項は、ミニバスケットボールにおいては適用しない。 

 

（5）他の行為による罰則と基準規則違反による罰則（マンツーマンペナルティ）が重なった場合 

   （2019年 4月 1日からの新ルール適用により） 

   ・テクニカルファウルが宣せられた場合、1本のフリースローのみ速やかに与えられる．テクニカルフ

ァウルによるフリースローの後、テクニカルファウルが宣せられた時にボールのコントロールを得て

いたか、与えられることになっていたチームによって、テクニカルが宣せられた時の状態からゲーム

は再開される。 

   ・マンツーマンペナルティとテクニカルファウルの扱いは同じであるため、上記文言を適用する。 

   ・他の行為による罰則と基準規則違反による罰則が重なった場合、コミッショナーによる説明を行っ

た後、マンツーマンペナルティの罰則を適用した後、他の罰則の処置を行う。 

①他の罰則によりフリースローが与えられるときは、コミッショナーによる説明を行った後、他の罰則

の処置を行い、最後に、基準規則違反によるテクニカルファウルの罰則を適用する。 

≪注意≫ 

基準規則違反によるテクニカルファウルの罰則が適用される前に、新たに別のテクニカルファウ

ルが宣せられた場合など、罰則の重さが等しい場合は競技規則第 42条『特別な処置をする場合』

に従い、処置をする。 

但し、ミニバスケットボールでの適用については、「友情・ほほえみ・フェアプレーの精神」により、

全て罰則を平等に適用することが望ましいとの考えから、競技規則第 42 条を適用せずに、起き

た順序に従ってすべてのフリースローを行う。 

②それぞれの罰則に含まれているスローインは取り消され、最後の処置（基準規則違反のテクニカ

ルファウル）の罰則に含まれるスローインでゲームを再開する。 

 

（6）その他 

・コミッショナーの対応（赤色の旗・警告）とタイム・アウトの請求が重なった場合は、コミッショナーの説

明を済ませた後、審判がタイム・アウトを宣する。 

罰則（マンツーマンペナルティ）が適用される場合は、タイム・アウトの後、フリースローを行い、罰則に

よるスローインでゲームを再開する。 

・基準規則違反によるマンツーマンペナルティは、コーチ自身のファウルとして記録し、チーム・ファウ

ルに数えない。（スコアシートにはコーチの欄に「M」と記録する。）但し、ミニバスケットボールでは「Ｔ」

と記録する） 

 

※ U15においてコーチ自身にマンツーマンペナルティが 2回記録された場合、コーチは失格・退場にな



 

る。（競技規則第 36条）但し、ミニバスケットボールにおいては適用されない。  
※  U12においてコーチ自身にマンツーマンペナルティが3回記録された場合、コーチは失格・退場にな

る。 

 

 

 

〔大会主催者の任務〕 

・競技会主催者は、大会要項に「マンツーマンディフェンスの基準規則」に則ることを記載する。 

・試合が見渡せる場所（TO 席側）にコミッショナー席を置く。事前に両チームのコーチには着席場所を伝

えておくこと。 

・コミッショナーの人数については 1名または 2名とする。 

・競技会主催者は、競技会終了後に所属都道府県協会のマンツーマンディレクターに報告書を提出す

る。 

 

・ 

以上 

 

2016年 3月 25日改定 

2017年 10月 25日改定 

2018年 4月 1日改定 

2019年 2月 21日改定 



 

 

 

マンツーマンディフェンスの基準規則 

 

試合におけるマンツーマンディフェンス／ゾーンディフェンスの判定は、大会主催者が任命したマンツ

ーマンコミッショナー（以下「コミッショナー」）が行う。 

 

1．マッチアップ 

 全てのディフェンス側プレーヤーは、マンツーマンで、オフェンス側プレーヤーの誰とマッチアップしてい

るか明確でなければならない。このマッチアップの基準はマッチアップエリア（3 ポイントラインを目安とす

る）内では常に適用される。ディフェンス側プレーヤーのアイコンタクト、言葉のサインまたは手のサイン

（指さしすること）により、明確に誰とマッチアップしているかが、コミッショナーにわかること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．プレスディフェンス 

 チームがプレスディフェンスを採用した時（フルコート、3/4 コート及びハーフコート）でもマッチアップの

基準に合致すること。 

注意点：様々なゾーンディフェンスまたはコンビネーションディフェンスは、マッチアップエリア以外でも不

正である。 

プレスディフェンス採用時の基準は以下の通りである（フルコート、3/4コート及びハーフコート）： 

・ボールを持っている選手をトラップすることは許されるが、ローテーション後のピックアップを確実に行い、

コミッショナーにマッチアップが明確にわかるように行うこと。 

 

3．オンボールディフェンス 

 ディフェンス側プレーヤーのポジションは、ボールとリングの間に位置し、距離は最大 1.5メートル、つま

りシュートチェックと１対１のドライブを止められる距離であること。 

 オフェンス側プレーヤーがボールをレシーブした時、ディフェンス側プレーヤーがボールマンにつく意図

が明確にわかる、上記した位置と距離にポジションチェンジをすること。 

 

 

 

 

改定内容（網掛け部分） 



 

 

 

マンツーマンディフェンスの基準規則 

 

試合におけるマンツーマンディフェンス／ゾーンディフェンスの判定は、大会主催者が任命したマンツ

ーマンコミッショナー（以下「コミッショナー」）が行う。 

 

1．マッチアップ 

 全てのディフェンス側プレーヤーは、マンツーマンで、オフェンス側プレーヤーの誰とマッチアップしてい

るか明確でなければならない。このマッチアップの基準はマッチアップエリア（3 ポイントラインを目安とす

る）内では常に適用される。ディフェンス側プレーヤーのアイコンタクト、言葉のサインまたは手のサイン

（指さしすること）により、明確に誰とマッチアップしているかが、コミッショナーにわかること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．プレスディフェンス 

 チームがプレスディフェンスを採用した時（フルコート、3/4 コート及びハーフコート）でもマッチアップの

基準に合致すること。 

注意点：様々なゾーンディフェンスまたはコンビネーションディフェンスは、マッチアップエリア以外でも不

正である。 

プレスディフェンス採用時の基準は以下の通りである（フルコート、3/4コート及びハーフコート）： 

・ボールを持っている選手をトラップすることは許されるが、ローテーション後のピックアップを確実に行い、

コミッショナーにマッチアップが明確にわかるように行うこと。 

 

3．オンボールディフェンス 

 ディフェンス側プレーヤーのポジションは、ボールとリングの間に位置し、距離は最大 1.5メートル、つま

りシュートチェックと１対１のドライブを止められる距離であること。 

 オフェンス側プレーヤーがボールをレシーブした時、ディフェンス側プレーヤーがボールマンにつく意図

が明確にわかる、上記した位置と距離にポジションチェンジをすること。 

 

 

 

 

改定内容（網掛け部分） 



 

4．オフボールディフェンス 

 ディフェンス側プレーヤーは常にマッチアップするオフェンス側プレーヤーが見えるか、感じられるよう

に移動しなくてはならない。ボールの逆サイド側（ヘルプサイド）のディフェンス側プレーヤーは、自分の

マークマン（オフェンス側プレーヤー）及びボールも見えるポジションを取ること（ボールとマークマンを見

る）。 

 ボールがドリブルまたはパスで動いた場合、全てのディフェンス側プレーヤーはボールと共に動かなく

てはならない（ボールが動けば、ボールとオフェンス側プレーヤーが見えるポジションに一緒に動く）。た

だし、フェースガードで守る場合はその限りではない。 

 ボールを保持していないオフェンス側プレーヤーがポジションを変えた場合、ディフェンス側プレーヤー

もオフェンス側プレーヤーと共にポジションを変える。オフボールで、スクリーンが無い状況でのスイッチ

は禁止する。 

 全てのヘルプサイドにいるディフェンス側プレーヤーは、最低限片足はヘルプサイドに置かなくてはな

らない。ボールサイドとヘルプサイドの境界線は、ミドルライン（リングとリングを結ぶ線）である。ただし、

ヘルプまたはトラップにいく場合を除く。 

 全てのポジションで、ボールを持っていないオフェンス側プレーヤーをトラップすることは違反である。た

だし、制限区域内において、予測に基づいてボールを持っていないオフェンス側プレーヤーをトラップす

ることは許される。 

またスローイン時（サイド・エンド両方）においてのみ、スローインをするプレーヤーにマッチアップする

ディフェンス側プレーヤーが 1.5 メートル以内のマッチアップの距離制限を超えて制限区域内のオフボー

ルプレーヤーをトラップすることは許される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．ヘルプローテーション 

 ボールを持っていない選手にマッチアップするディフェンス側プレーヤーは、リングを守るために、オン

ボールディフェンス側プレーヤーをヘルプできる。 

 オンボールディフェンス側プレーヤーがペネトレーションを止められず、抜かれた場合、リングへ向かう

ドリブルペネトレーションに対しては、ヘルプディフェンスが許される。オフボールのオフェンス側プレーヤ

ーが、リングへカットすることをヘルプすることも許される。 

 オフボールディフェンス側プレーヤーは、ヘルプディフェンスのために一時的にディフェンスポジションを

変えること（ヘルプローテーション）が許される。ただし、ヘルプディフェンス後、全てのディフェンス側プレ

ーヤーは、直ちにオフェンス側プレーヤーとマッチアップ（前記した方法で明確に）しなければならない。 

 

 

 



 

6．スイッチ 

 スイッチはスクリーン、トラップ後、ヘルプ後と“ラン＆ジャンプ”の状況で許されるが、オフボールオフェ

ンス側プレーヤーのポジションチェンジに対するスイッチは違反である。 

 ディフェンス側プレーヤーがスイッチした場合、プレー中に、ディフェンス側プレーヤーが直ちに新しい

オフェンス側プレーヤーとマッチアップ（前記した方法で）したことが、コミッショナーに認識できるように明

確にすること。 

 

7．トラップ 

 ボールを保持している選手をトラップすることは許される。ただし、トラップ後は直ちにマッチアップを明

確にしなければならない。また、マッチアップが明確であればローテーションが許される。 

 

※基準規則違反の罰則 

 ゲーム中はコミッショナーがマンツーマンディフェンスを監督・管理する。 

 コミッショナーがマンツーマンディフェンスの基準規則違反を察知した時は、審判に合図し（旗を振る

等）、その直後のゲームクロックが止まった際に、審判は両チームのコーチを TO 席前に招き、コミッショ

ナーから内容説明をした後に、審判が警告を与える。 

（タイムアウトではないので、選手はコート上にて待機させる。コーチから選手に説明する時間が必要な

場合、TO席前にコート上の 5人の選手を集め、速やかに説明を行う。） 

その後の基準規則違反は、ベンチ（コーチ）のマンツーマンペナルティが適用される。 

マンツーマン基準規則違反で「赤色（警告）」の旗が上げられた時は、コミッショナーが、違反対象とな

った攻防のボールのコントロールが変わった時およびボールがデッドになった時にゲームクロックを止め

て、違反行為に対しての処置を行う。 

審判およびオフィシャルを行う児童・生徒が判断するものではなく、コミッショナーが判断して行う処置

である。 

 

（注 1）各ピリオド（延長時限を含む）の終了間際に違反行為が生じ、コミッショナーの旗（赤色）が上が

り、そのままゲームクロックが止まらずに各ピリオドが終了した場合、その警告および罰則はす

べて有効とする。ただし、トーナメント戦の第 4 ピリオドまたは各延長時限の終了時において、

マンツーマンペナルティの罰則によるフリースローを行っても勝敗に影響がない場合は、マンツ

ーマンペナルティを適用しない。なお、ただし以降は、ミニバスケットボールにおいては適用し

ない。 

     ＜勝敗に影響がない場合＞ 

・第 4 ピリオドまたは各延長時限の終了時において、得点の多いチームにフリースローが与え

られる場合 

・第 4 ピリオドまたは各延長時限の終了時において、得点の少ないチームにフリースローが与

えられるが、得点差が 2点以上離れている場合 

（注 2）ゲーム終了間際（第 4 ピリオド・延長時限）残り 2 分を切ってからの違反行為（赤色の旗・警告）

については、1 回目の警告でもマンツーマンペナルティの対象とする。ただし、ミニバスケットボ

ールにおいては適用しない。 

また、各運営団体の定める取り決めに従い、研修を重ねること。 

 

 

 



 

※判定に際しての留意点 

 技術不足により故意ではない違反行為が発生する可能性もあるため、すぐにゾーンディフェンスと判断

せずに焦らずに見極める必要がある。 

 コミッショナーの役割はマンツーマンディフェンスを普及、推進し、円滑に試合運営を行うことが最大の

目的であり、違反行為を取り締まることが目的ではない。違反が目立つ場合は、ピリオド間、ハーフタイ

ムを活用し、コーチにしっかりと説明を行うこと。 

 

※ 基準規則違反の適用における「テクニカル・ファウル」から「マンツーマンペナルティ」への名称

変更について 

 2019 年 2 月 21 日のマンツーマン推進会議にて、マンツーマン推進における「赤旗対応によるテクニカ

ル・ファウル」については「マンツーマンペナルティ」と名称変更することとした。 

 競技規則に準じたテクニカル・ファウルと区別するための処置。 

 

 

公益財団法人日本バスケットボール協会 

2015年 12月 15日発行 

2016年 3月 25日一部改定 

2016年 10月 10日一部改定 

2017年 12月 9日一部改定 

2018年 4月 1日一部改定 

2019年 2月 21日一部改定 



 

マンツーマンディフェンスの基準規則の補足解説 

 

◆マンツーマンディフェンスの見分け方 

・マンツーマンの意識がある。（声のサイン・手のサイン・アイコンタクト・ポジション等） 

・ボールや相手とともに動いている。 

・相手チームのフロントコート内のマッチアップエリア付近からはマンツーマンディフェンスを始めている。 

（オールコート、ハーフコート等ディフェンスをし始める位置を定めない。） 

・マッチアップエリア以外において、チームとして個々のオフェンスに対してピックアップするディフェンスを

行う場合は、スローインするオフェンスにマッチアップしなければならない。 

※スローイン時のマッチアップエリア内制限区域においてはオフボールマンへのトラップは許される。 

  

◆ヘルプディフェンス 

・ヘルプローテーション、スイッチを行うことは問題ないが、その後はすぐにマッチアップを明確にするこ

と。 

・ヘルプディフェンス後に、オンボールのプレーヤーに対してトラップになっても構わない。 

 

◆ゾーンディフェンスの見分け方 

・上記に反すること。 

・ヘルプサイドにいるオフボールのディフェンス側プレーヤー（3線）の両足がボールサイドにある。 

・オフボールのオフェンス側プレーヤーに対して、数的優位な守り方をしている。（制限区域内へのスロー

イン時を除く） 

・オフボールのスクリーンを伴わないポジションチェンジに対して、スイッチを行っている。 

 （スクリーンがある場合にはスイッチが認められる。） 

 

◆トラップについて（「マンツーマンディフェンスの基準規則 2．プレスディフェンス 及び 4．オフボール

ディフェンス」に関する補足） 

・ミニバスケットボールにおいて、ボールを持っている選手にトラップが仕掛けられる場面は次のとおりと

する。 

（1）ドリブルが行われている時、またはドリブルが終わった時 

（2）パスが空中にある間に移動できる距離で、パスを受けた瞬間にトラップを成立させることができる

時 

（3）移動が容易に行える距離にある時（自分のマークマンとボールマンの距離の目安：2～3ｍ） 

 

※ U15（中学生）では上記（1）〜（3）を適用せず、全ての場面においてボールを保持している選手へ

のトラップは許される。 

・スローイン時（サイド・エンド両方）においてのみ、スローインをするプレーヤーにマッチアップする

ディフェンス側プレーヤーが 1.5 メートル以内のマッチアップの距離制限を超えて制限区域内の

オフボールプレーヤーをトラップすることは許される。 

※ 「マンツーマンディフェンスの基準規則」および「マンツーマンディフェンスの基準規則の補足

解説」におけるトラップの定義：ボールをスティールできる距離における数的優位な守り方 

 

 

 



 

◆予測に基づくプレーについて 

・U15（中学生）においては、マンツーマンディフェンスを行なっている前提において、予測に基づくプレー

とコミッショナーが判断した場合、基準規則違反とは見なさない。 

 ※予測に基づくとは、予測の根拠となる動きがあることを示す。 

 ※マークマンを意識せずにエリアを守ることはマンツーマンの趣旨に反するため許されない。 

 ※ミニバスケットボールにおいて本項は適用しないが、「マンツーマンディフェンスの基準規則」通り、制

限区域内のみで予測に基づいてボールを持っていないオフェンス側プレーヤーをトラップすることは許

される。 

 

◆その他 

・ミドルライン（リングとリングを結ぶ線）を視覚的にわかりやすくするためにラインを引くことは可能とする

が、競技時に支障のない色のラインとすること。 

 

2019/2/21追加内容 

◆マッチアップ 

・3ポイントラインがない場合は｢目安｣という文言を生かす。 

・手のサイン等があっても｢明確に｣という文言が当てはまらない場合、コミッショナーが｢マンツーマンディ

フェンスをしていない｣と判断する場合がある。 

・マッチアップエリア外において、スクリーンを外すときのオンボールディフェンス 1.5 メートル以内は旗の

対象にしない。マッチアップエリア内であれば、旗の対象となる。 

 

◆オフボールディフェンス 

・ボールとマークマンの位置を確認し自分のポジションを確定するための首振りは認められるが、ポジシ

ョンを固定（動かない）しての首振りは「常に」という文言に反する。 

・２線（ワンパスアウェイ）と３線（ツーパスアウェイ）のディフェンスに距離の指定はないが、他の項目に

触れる場合は違反の対象となる。 

・ボールがドリブルまたはパスで動いた場合だけでなく、オフェンスが動けば同様の扱いとなる。 

・「予測に基づいてボールを持っていないオフェンス側プレーヤーをトラップすることは許される」とは制限

区域内にオフェンスがいる時点のものを指し、オフェンスが制限区域外にいるときには該当しない。 

・オフェンスが明らかなアイソレーションの時は、自分のディフェンスを少しでも捉えていればこの限りで

はない（常に移動しなければいけない、ではない）。 

 

◆スイッチ 

・スイッチ後はディフェンスのマッチアップの意識確認が大切となる。 

 

◆トラップ 

・（ミニのみ）ボールを受けた瞬間に「トラップ」の状況になっていなければならない。 

・（ミニのみ）ディフェンスの距離ではなく、オフェンスの距離が 2〜3 メートル以内である。 

 

 

2017年 12月 9日更新 

2018年 4月 1日更新 

2019年 2月 21日更新 
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