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マンツーマンコミッショナー

赤旗対応について

■マンツーマンディフェンスの基準規則 (変更点のみ)
・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 。
・違反 とな るディ フェ ンスが 終了 したと き、 速やか にゲ ームク ロッ クを⽌ めて 処置を ⾏う 。
すなわ ち、 違反と なる ディフ ェン スから 続け てオフ ェン スに移 ⾏す ること は認 めない 。
・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。
・この 判断 の責任 はす べてコ ミッ ショナ ーに ある。

■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の任務〕(変更点のみ)
(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。
・ゲー ムを ⽌める ため の「大 きな 音の出 る器 具」は 、Ｔ Ｏのブ ザー が望ま しい 。
・ＴＯ がブ ザー等 を操 作する 場合 、タイ マー がゲー ムク ロック を⽌ めるた めに は、コ ミッ シ ョ
ナーが 赤旗 を挙げ た時 点で 、次 の タイミ ング でゲー ムを ⽌める こと をＴＯ クル ーに伝 えて お
く必要 があ る。
・コ ミッシ ョナー がブ ザー等 を操 作する 場合 も、あらか じめタ イマ ーに⽌ める ことを 伝え て お
く。
・ＴＯ主任には、⽌まった際のゲームタイマーとショットクロックの確認をお願いしておく。
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■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)
「チー ムコ ントロ ール (チームが ボール をコ ントロ ール してい るこ と)は、そ の チーム のプ レ ー
ヤーが ライ ブのボ ール を持つ かド リブル をし たとき 、あ るいは ライ ブのボ ール を与え られ た
時には 始ま る。」
(競技規 則 2018 第 14 条「 ボール コン トロー ル」 14-4-1)

＜チームコントロールが変わる場⾯の例＞
・オフ ェン ス側の ミス によっ て、 ディフ ェン スして いた 選手が ボー ルをコ ント ロール した 時
・デ ィフェ ンス側 のス ティー ルに よって 、デ ィフェ ンス してい た選 手がボ 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

■ボールがデッドになる時(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(ファウ ル、 バイオ レー ション が起 こった 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
【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

＜基本的な対応＞
・攻撃 側が オフェ ンス リバウ ンド を取っ た時 は、ま だチ ームコ ント ロール 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。
・防御 側が ボール を獲 得した 時(リバウ ンド 、ステ ィー ルなど)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。
・ 審 判 が 笛 を 鳴 ら し た 時 は 、 ゲ ー ム を 止 め る 。 (フ ァ ウ ル の 場 合 は 審 判 の レ ポ ー ト が 終 わ っ た
時)
・ファ ウル が起こ った 順に処 置す るので 、特 別な場 合を 除き、テク ニカル ファ ウルの 処置 は 最
後にな る。
・プレ ーが ⽌まる まで に起き たこ とは全 て記 録する 。
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＜具体的な対応＞
【ケース 1】
・A チーム のディ フェ ンスで 赤旗 が上が り、 A チームが リバウ ンド やステ ィー ルなど でボ ー
ルを獲 得し た場合
⇒ ブ ザー 等を鳴 らし てゲー ムを ⽌める
＜1 度目の 警告の 場合 ＞
A チームに 警告

⇒ A チームの スロー イン で再開

＜2 度目の 警告の 場合 ＞
A チーム にテク ニカ ルファ ウル

⇒ B チ ームの フリ ースロ ー＋ スロー イン で再開

【ケース 2】
・A チーム のディ フェ ンスで 赤旗 が上が り、 A チームが パーソ ナル ファウ ルを して、 フリ ー
スロー があ る場合
＜1 度目の 警告の 場合 ＞
A チーム に警告

⇒ B チーム のフリ ース ローで 再開

＜2 度目の 警告の 場合 ＞
A チーム にテク ニカ ルファ ウル
⇒ B チ ームの パー ソナル ファ ウルの フリ ースロ ー＋ テクニ カル ファウ ルの フリー スロ ー
＋スロ ーイ ンで再 開

【ケース 3】
・A チーム のディ フェ ンスで 赤旗 が上が り、 B チーム が コント ロー ルを失 った 瞬間に パー ソ
ナルフ ァウ ルをし 、そ のファ ウル がピリ オド で５回 目の チーム ファ ウルだ った 場合
＜1 度目の 警告の 場合 ＞
A チームに 警告

⇒ A チームの フリー スロ ーで再 開

＜2 度目の 警告の 場合 ＞
A チームに テクニ カル ファウ ル
⇒ A チー ムのフ リー スロー の後 、B チー ム のフリ ース ロー＋ スロ ーイン で再 開

【ケース 4】
・A チーム のディ フェ ンスで 赤旗 が上が り、 リバウ ンド からジ ャン プボー ルシ チュエ ーシ ョ
ンにな った 場合
⇒ 審判 が判定 する まで止 めな い(コント ロール が変 わって いな いため)
＜1 度目の 警告の 場合 ＞
A チームに 警告

⇒ ポゼシ ョン アロー の向 きに従 って 再開

＜2 度目の 警告の 場合 ＞
A チームに テクニ カル ファウ ル

⇒ B チー ムのフ リー スロー ＋ス ローイ ンで 再開

※B チー ム のスロ ーイ ンはテ クニ カルフ ァウ ルの処 置な ので、ポゼ ション アロ ーは変 えな い
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【ケース 5】
・A チーム のディ フェ ンスで 赤旗 が上が った が、B チ ー ムがシ ュー トを決 めた 場合
＜1 度目の 警告の 場合 ＞
A チームに 警告

⇒ A チームの エンド スロ ーイン から 再開

＜2 度目の 警告の 場合 ＞
A チームに テクニ カル ファウ ル

⇒ B チー ムのフ リー スロー ＋ス ローイ ンで 再開

【ケース 6】
・A チーム のディ フェ ンスで 赤旗 が上が り、 B チームの シュー トに 対して A チ ームが アン ス
ポーツ マン ライク ファ ウルで ⽌め た。そ れに 怒った B チ ームの 選手 が A チーム の選手 を
突き飛 ばし 、B チー ム にもア ンス ポーツ マン ライク ファ ウルを 宣せ られた 。
＜1 度目の 警告の 場合 ＞
A チーム に警告
⇒ A チー ムと B チ ー ムのア ンス ポーツ マン ライク ファ ウルの 処置 は相殺 され 、最後 に
ボール をコ ントロ ール してい た B チーム のス ローイ ンで 再開(ショ ットク ロッ クは継 続)
※ミニ では 、B チー ム のフリ ース ローの 後、 A チームの フリー スロ ー＋ス ロー インで
再開
＜2 度目の 警告の 場合 ＞
A チーム にテク ニカ ルファ ウル
⇒ A チー ムと B チ ー ムのア ンス ポーツ マン ライク ファ ウルの 処置 は相殺 され 、B チー ム
のフリ ース ロー＋ スロ ーイン で再 開
※ミニ では 、B チー ム のフリ ース ローの 後、 A チームの フリー スロ ーを⾏ い、 最後に
B チーム の フリー スロ ー＋ス ロー インで 再開 )

【ケース 7】
・A チーム のディ フェ ンスで 赤旗 が上が った が、B チ ー ムがオ フェ ンスチ ャー ジング を宣 せ
られ、 この ファウ ルが ピリオ ドで 5 回目 のチ ームフ ァウ ルだっ た。
＜1 度目の 警告の 場合 ＞
A チーム に警告

⇒ A チーム のスロ ーイ ンで再 開
(※ミニで はフリ ース ローで 再開 )

＜2 度目の 警告の 場合 ＞
A チーム にテク ニカ ルファ ウル
⇒ B チ ームの フリ ースロ ー＋ スロー イン で再開
(※ ミ ニでは A チームの フリ ースロ ーの 後、B チー ムのフ リー スロー ＋ス ローイ ンで 再開)
※ファ ウル は起こ った 順に記 録・ 処置す る。 複雑な 現象 になっ た場 合は審 判に 確認を とっ て
対処
※ブザ ー等 で⽌め た場 合、シ ョッ トクロ ック は⽌ま った 時点か ら継 続する 。(ボール コン ト
ロール が始 まって から ブザー で⽌ まるま で間 隔があ いた 場合)テク ニカル ファ ウルの 処置
が入っ た場 合は２ ４秒 リセッ トで スター ト
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◆都道府県協会からのよくある質問◆
「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 DF 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
Q1

を 超 えて 制 限 区 域内 の オ フ ボー ル マ ン にト ラ ッ プ して も 良 い。」 と い う 規定 は 、 オ フ
ェンス 側の フロン トコ ートの み適 用か。また 、トラ ップ に⾏く のは 、どの プレ ーヤ ー
でも良 いか 。
マッチ アッ プの距 離制 限があ るの はマッ チア ップエ リア なので 、こ の規定 はフ ロン ト
コート のみ で、バ ック コート では 適用さ れま せん。

A1

また、こ の 規定は、こ れまで スロ ーイン する プレー ヤー にマッ チア ップし なけ ればな
らない とし ていた 規程 を変更 する もので す。制限区 域内 のオフ ェン スプレ ーヤ ーに ト
ラップ でき る選手 は規 定して いま せんの で、どの選 手が トラッ プに ⾏って も差 し⽀ え
ありま せん 。

Q2

A2

違反を 適用 するの は、チーム に対 してな のか 、個人 に対 してな のか 、違反 の内 容に 対
してな のか 。
テクニ カル ファウ ルの 対象は 選手 個人で はな く、指揮 を 執るコ ーチ ですか ら、当然違
反を適 用す るのも 個人 ではな く、 コーチ が指 揮を執 るチ ームに 対す るもの です 。

Q3

すぐに 市内 の大会 があ ります 。そ の大会 では 今回の 変更 を適用 して も良い です か？

A3

周知を 図っ て適用 して いただ いて 構いま せん 。

マンツ ーマ ン推進 プロ ジェク ト
平成 30 年 5 月 14 日
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