
派遣審判報告書 

 

⒈ 報 告 者：本間 竜也（横浜） 

⒉ 大 会 名：平成 30 年度 関東高等学校男子バスケットボール大会 

あ あ あ  第 72回 関東高等学校男子バスケットボール選手権大会 

⒊ 大 会 期 間：平成 30 年６月２日（土）・３日（日） 

⒋ 競 技 会 場：栃木県／TKCいちごアリーナ鹿沼、栃木県体育館 

⒌ 参加チーム：各都県代表 A ブロック 16チーム／B ブロック 16 チーム 

⒍ 審 判 動 向：６月１日（金）  審判会議（レクチャー含む） 

審 判 動 向：６月２日（土）  大会第１日  1・2 回戦 

審 判 動 向：６月３日（日）  大会第２日  準決勝・決勝（グループミーティング含む） 

⒎ 報     告： 

【審判会議・レクチャー】 

６月１日（金） 

千葉県バスケットボール協会 専務理事：大野 健男氏 

各都県での審判員の取り組みが評価され、今大会において１回戦から 3PO でおこなうことがで

きるようになった。審判のための審判ではなく、選手やコーチ、観客が納得のいくゲームを運営

する審判であってほしい。 

 

 

講師：菊地 真吾氏（指名） 

テーマ 「JBA プレーコーリング・ガイドラインについて」 

※「JBA プレーコーリング・ガイドライン（20180201 修正）」について映像を交えて確認した。 

 

◇ガイドラインを示す理由 

Clean the game（ゲームを正しい方向へ導くこと）を目的としてガイドラインが存在する。 

 

◇ゲームの序盤に整理するべき触れ合い 

ゲームの入りでイリーガルな触れ合いを整理できないと、次第に笛が吹きづらくなり自分自身を

苦しめることになる。ただし、チープなコールとは区別しなければならない。特にハンドチェッ

キングについては、手があるというだけで過敏に吹いてしまいゲームにマッチしないコールにな

らないように注意が必要である。 

 

◇判定基準 

3PO では、３人が共通の判定基準を持つことが非常に大切である。３人の判定基準がズレると、

チームとしては何がファールで、何がファールではないのか分からず困ってしまう。３人いるこ

とが、選手やチームにとって悪い影響を及ぼさないようにしなければならない。 

 

◇ファールの判定について 



審判をしていると、「イリーガルなコンタクトとは何か」とファウルを見つけようとしてしまう傾

向があるが、「リーガルなコンタクトとは何か」ということについて正しく理解し、それに照らし

合わせた判定を心掛ける必要がある。 

 

◇UF（クライテリア 3）について 

瞬間的に（あわてて）UF の判定をする必要はない。まずは笛を吹いてゲームを止め、その後に

NFなのかUFなのかを判断する。場合によっては、クルーで話し合いの場を設け、正しい判定に

導くことも可能である。 

また UF のときは特に、誰がシューターなのかを確認しておく必要がある。フリーオフィシャル

のときにも確認をする習慣を身につけなければならない。 

 

◇トラベリングについて 

新しく採用されたルールはあるが、吹けなかったものを「0 ステップだから」と言い訳にしては

ならない。トラベリングの判定から逃げず、きちんと根拠を持って判定をし続けることが大切で

ある。 

 

 

講師：大河原 則人氏（指名） 

テーマ  「3PO のメカニクスについて」 

※3PO のメカニクスについて映像を交えてレクチャーがあった。 

 

◇はじめに 

You become successful by helping others become successful. 

仲間意識を持ち、皆で悩みや情報を共有しながら成長していくことが大切である。 

 

◇3PO で大事にしてほしいこと 

・crew work、team work（常にクルーとして機能することを考える） 

・TRUST with your partners（仲間を信じること） 

・クルー・チーフ・メンタリティ 

   コートに立てば、主審や副審は関係ない。 

・Be a good partner（助け合い、協調し合い、共にゲームを乗り越える） 

・Primary、primary、primary......Take care your primary. 

   自分のプライマリーについて責任を持って判定し続ける。 

・Basic、basic、basic...... 

   難しいことは必要ない。シンプルに基本を大事にする。 

 

◇トレイル（T）について 

・Tはベンチエリアのライン付近がベーシックポジション。 

・Big picture mentality 

 T は最後の砦である。プレーと離れれば離れるほど、参加する気持ちも遠ざかってしまうた



め、レベル（ポジション）が上がりすぎないように注意する必要がある。 

・ショットのときは、チェックにくるディフェンスの手と、オフェンスがボールをリリースする

手がクリーンに見えるポジションがベスト。 

・Secondary とは 

  プライマリーレフェリーが何らかの理由で笛が鳴らなかったとき、そのコンタクトを放置して

おくことがゲームに大きな影響を及ぼすようなファールをコールすることである。プライマリー

レフェリーが鳴らなかったからといって、単に自分のエリアを越えて笛を鳴らすことではない。 

 

◇センター（C）について 

・ローテーションの最中はすぐにプレーを手放さない。 

  （ Check-out ≠ Checking-out ） 

・Cのときボールが自分より高い位置にある場合 

  3PO では下から上のプレーを見ることもある。そのときはポジションをアジャストさせ、体の

向きまで上を見てしまうのではなく、顔だけを動かすようにする。 

・C サイドでダブルチームが起こった場合のみ、C 主導でローテーションを起こしても良い。大

事なのは正しい判定ができる位置にレフェリーがいることである。 

・攻守が切り替わったときのスペース（吹き抜け）は C のプライマリー。 

 

◇リード（L）について 

・ローテーションを起こすことがクルーの迷惑になってしまうのではないかと考える必要はない。

「Ball side-Two」という基本を積極的におこなうことが大切である。 

・0 度の 3Pシュートやプレーは、L が見ても構わない。 

・2or3 点は積極的に判定に参加する意識を持つこと。 

  （2or3点はクルーが協力して判定することが求められる） 

・レーンライン（ペイントエリアの延長線上）にボールがあるときは、すぐにローテーションを

起こすと逆をつかれてしまう可能性があるので、クローズダウン・ポジションでステイしておく。 

・ゾーン・ディフェンスのときは、ローテーションを起こすかどうか、慎重に判断する必要があ

る。どこで攻めようとしているのか、誰が攻めてくるのか（キー・プレーヤー）などの情報を収

集する能力や、バスケットの理解と感性がより必要となる。 

 

◇プレゼンテーションで大切にしたいこと 

・声を使う 

・身体全体を使う 

・走り方を意識する（アスリートのように） 

・強さ 

・強弱 

・格好良さを追求する 

 

◇審判技術の向上のために 

・心技体の強さを身につける 



（自分をコントロールできなければ、ゲームをコントロールできない） 

・失敗と向き合う 

・与えられたこと以上のことをする 

 

 

関東ブロック審判長：渡邊 整氏 

今大会より、１回戦から 3PO でおこなうことになった。メカニクスは判定の精度を上げるため

に必要であるが、それに伴う判定力や感性は、一人ひとりが自分で磨かなければならない。割り

当てられた試合に全力で取り組んでいただきたい。 

 

 

【担当ゲーム】 

６月２日（土） 

Ｂブロック２回戦  県立幕張総合高等学校（千葉） − 日本学園高等学校（東京） 

CC：増渕 泰久氏（栃木）   U1：佐藤 優樹氏（神奈川）   U2：本間 竜也 

主任：増渕 泰久氏 

《ミーティング内容》 

・メカニクスについては基本ができていてクルーとして困ることは無かった。 

・第 1 ピリオドの入りで両チームのファールを整理できたため、ゲームを通してクリーンなバス

ケットになった。 

・自分のプライマリー・エリアにいるオフボールのプレーヤーがどこからプレーを始めているの

かを把握し、判定の根拠となる情報をより早く、より多く収集できるようにすることが今後の課

題である。 

・速攻のシチュエーションでの L、C のアングルの取り方は工夫が必要。 

・全体的なプレゼンは良いが、小さな体を大きく見せるための表現の仕方や、声の使い方を研究

し、工夫していくとより良くなる。 

 

 

【グループミーティング】 

６月３日（日） 

A ブロック準決勝  日本体育大学柏高等学校（千葉） − 桐光学園高等学校（神奈川） 

CC：稲葉 威氏（茨城）   U1：平出 剛氏（栃木）   U2：眞榮喜 工氏（埼玉） 

主任：河野 仁氏（山梨） 

《ミーティング内容》 

・ゲームを通して、整理されるべきプレーがしっかりと整理されていたため、クリーンなバスケ

ットになった。 

・やり返しのタイミングで笛が鳴ってしまうと、レフェリーと見ている側（選手やコーチ、観客）

との間で感覚のズレが生じてしまう。ジャストで鳴らすべきものと、映像が出来上がってから鳴

らしても良いものの使い分けができると良い。 

・プライマリー・エリアのレフェリーがビジー状態であったり、ストレートラインになってしま



ったりするときの、クルーの協力（プライマリー・アングルを持っている人の判定）が良かった。 

・ゲームを通して一度だけ L のクロスコールがあった。Cサイドからのプレーであったため、ま

ずは C がポジションアジャストをして、判定しなければならなかった。 

・ビッグマンや留学生がいるときは、日本人との体の強さの違いがファールになってしまわない

ように注意をする必要がある。 

・準備があっての判定、根拠があっての判定を日頃から心掛けることが大切である。 

・UF の後のフリーオフィシャルの対応が素晴らしかった（間に入って選手同士の衝突を防ぐと

同時に、シューターを捉まえていたこと）。こうした気遣い（クルー・ワーク）が２次災害やそれ

以上のトラブルを防ぐことにつながる。 

 

 

⒏ 大会を通じて 

  この度は関東高等学校男子バスケットボール大会に派遣していただき、ありがとうございます。

このような貴重な経験ができたこと、大変嬉しく思います。 

  レクチャーや割り当てられた試合など、今大会を通じて多くのことを学びました。中でも、24sec

を確認することやファールの数を把握すること、シューターを捉まえておくことなど、当たり前に

やるべきことは、自然とできるようになるまで常に意識してゲームに臨むことが必要であると感じ

ました。また 2or3 点など、これまで自分がどれだけ大切にできていたか、改めて考えるきっかけ

になりました。こうした細かなこと一つひとつにこだわりを持って判定をしていくことができるよ

うに、今後の取り組み方を変えていきたいと思います。 

  また 3PO は、メカニクスやクルーを信頼す

ることが何よりも大切であると学びました。

３人いることが選手やチーム、観客にとって

良い環境となるよう、今後の県内での審判活

動に精進して参ります。 

  最後になりますが、大会中お世話になりま

した栃木県の大会役員・審判員の皆様、ご指導

いただきました本部・指名審判員の皆様、派遣

審判員の皆様、そして派遣してくださいまし

た県協会・県審判グループの皆様に、この場を

お借りして感謝申し上げます。ありがとうご

ざいました。 


