
派遣審判報告 

 

1、報 告 者：浅見 好美（小田原） 

2、大 会 名：U28ヤングオフィシャルキャンプ 2019（B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2020）  

3、大 会 期 間：令和２年 1月 7日（火）～1月 8日（水）  

4、会   場：愛知／スカイホール豊田（豊田市総合体育館） 

5、大会レベル：B.LEAGUE U15  35チーム 

6、審 判 動 向：１月７日（火）講義①②   

6、審 判 動 向：１月７日（火）講義③「映像検証 英語でのディスカッションとプレゼンテーション」  

6、審 判 動 向：１月７日（火）担当試合  講義④ 

6、審 判 動 向：１月８日（水）担当試合 （準決勝・決勝） 

 

７、報告 

・１月６日（月） ホテルにてグループごとディスカッションの話し合い 

 

・１月７日（火） 講義①  講師：宇田川 貴生氏 

（JBA 審判委員長/審判セクションダイレクター/JBA公認 T 級審判インストラクター） 

  テーマ：『インテグリティについて』 

 

 インテグリティとは「誠実さ、真摯さ、高潔さ」という意味で全てのスポーツで取り組んでいる。 

バスケの過去を振り返り、現在バスケが盛り上がってきている中で組織としての取り組みをしている。 

  

 なぜスポーツの世界でインテグリティの精神が必要なのか？ 

 

バスケットボール協会の過去を振り返り 

インテグリティ委員会設立の背景として 

 

 

 

 

 

 

→ では、どやって体罰や暴力・暴言を根絶していくのか 

 

2019 年４月 全国へ 

「Clean the Basket Clean the Game」「暴力、暴言、根絶」というメッセージを発信 

→各都道府県で取り組みを促した。 

【 審判としての取り組みとして 】  

試合中、コーチが選手に対する暴力的行為および、暴言といった振る舞いに対しテクニカルファウル 

（TF）とする。TF２個で失格・退場になる。  

  → 徹底していく 

 

JBAが掲げる「バスケで日本を元気に」の理念、実現に向けて 

インテグリティの精神である「誠実さ、真摯さ、高潔さ」に基づいて人間力、指導力、組織力を高め、 

「バスケの価値を高める」ため掲出し啓発活動などを目的として、12 月インテグリティ委員会を設立した。 

 



2016 年にプレーコーリングガイドラインを作成 

 

昔は、審判の中でも人によって判定の基準がバラバラであった。明確な形で文言の整理が行われていなかった。 

 

現在の「プレーコーリングガイドラインの位置づけとして」 

 

 

 

 

 

 

→ インテグリティの精神もプレーコーリングガイドラインに反映した。 

 

プレーコーリングガイドラインより 

 

７．テクニカルファウル（TF）  

（１）ベンチおよ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（Respect for the game）に反する振る舞い） 

（２）ゲームの進行を遅らせる行為（Delay of the game） 

 

 この、ゲームを尊重する精神（Respect for the game）から外れる観点である 

→コーチが選手（自チーム・相手チーム共に）に対して、人権・人格、身体的特徴、自尊心等を否定する暴言・

暴力的行為はシンプルに TF にする。 

 

問題 

選手と審判、コーチと審判においてというよりも 

見ている、多くの観客や保護者、OB、OG の方       その試合を見た時に良い試合だったね 

なんかみっともない試合だね 

 

そこの観点に立って考え、見苦しい振る舞いに対しては TFを吹いていく 

 

・JBA が進めるインテグリティの精神である「バスケットボールの価値をみんなで高めていく」 

  価値とは、見ている人にとっていい試合を提供していくことである。見苦しい振る舞いをしていると 

  人が遠ざかってしまう原因になる 

 

以前までは、 

感情的なものがあったので重たい、TFを吹くことは勇気が必要と言ったイメージ 

 

TF（振る舞いに対するファウル） → シンプルにノーマルファウルと同様に吹くこと 

 

 

 

 

あの人やこの人など、人によって判定基準にバラつきが出ないように全国のミニからトップリーグ 

まで判定を統一するために文章化、映像化され示されている。 

ルール変更ではなく適用範囲を明確化しコーチ・選手などにも見てもらいみんなで理解し確認し 

合うため。 

 

 

 



インテグリティ委員会が昨年、４月から８月にかけて TF 調査を実施 

 目的：「日常における暴力・暴言行為をなくしていくためにどんな実情があるのかを調査」  

 対象：都道府県で８月までに開催されたU12、U15、U18 の各大会の準々決勝以上の全試合 

    U18インターハイ、U15全国中学バスケットボール大会 

 

総括：昨年と今年に比べればコーチの暴力的行為や暴言は少なくなった。 

（あくまで審判の主観として非常に良くなってきている。） → 調査結果として出ている。 

                  ↓  

都道府県では 100試合に１件、インテグリティ（暴力、暴言）による TF がある。 

 

インターハイでは 20試合に１件／全国中学校バスケットボール大会 33試合に１件の割合で暴言・暴力 

行為による TFがあった。 

 

バスケの価値を高めて行くために見苦しい振る舞いをなくしていこうという事で取り組み続けた。 

 結果、 今回のウインターカップでの TFはゼロであった。 

      →その前のインターハイでしっかり審判が鳴らしたからこのような結果が生まれた。 

       もし、インターハイで対応していなければウインターカップも同じような状況であった。 

 

審判がきちんと対応すること、ダメなことはダメとシンプルに笛で表すことによってコーチ・選手にしっかり 

伝えることができる。 

 

 

        ダメだ、ダメだと言っていても結局鳴らさなければ、何も伝わらない。 

  

 〇インテグリティに関することだけでなくコーチが審判に対する振る舞いに対して、あるいは選手の振る舞い 

に対してシンプルに TFを吹けていますか？ 

 

TF は人格の否定ではない。TFに対して感情的にならないようにしなければいけない。 

 

 審判から「経験や実績があるコーチに TFが吹きづらい」と耳にする。 

↓逆に考えると 

     「若くて実績がないコーチには TF が吹きやすいのか？」 

  

相手によって TF を吹く、吹かないが出てくるのか？ 

  →審判にとって最もやってはいけないことである。 

 

☆審判にとって大切なことは・・・ 

常にフェアであるべき→ どういった人に対しても、振る舞い・行為そのものに対して粛々と判定していくこと 

 

 

 

 



☆審判のリスクマネジメントとして・・・ 

 

 審判は今、SNSで叩かれる時代になっている。それを受け入れながら審判をしていかなければならない。 

 見ている人はそのコーチがすごいのかどうなのかで判断するのではなく、その時、起こした振る舞いに対して

審判が適切に対応できたのかを見ている。 

 

  

〇コーチ、選手との忖度ではなく、競技規則、プレーコーリングガイドラインに沿って粛々と判定することが

重要である。 

 審判は競技規則、プレーコーリングラインに則ってやっていれば何かあった時に自分を守ることができる。

そしてクルーを守るためには正しい判定をすることが大切である。 

                        ↓ 

              今の審判を守るために最も重要なことである。  

  

 

九九を覚えるとき言葉で言いながら覚えていた → 繰り返しやっていることで自然に出てくる。 

 

審判の成長も九九を覚えることと同じで、意識化から無意識化にできるようにすることで成長していく。 

まずは 

コートでも１つ１つ考えながら判定とすることと、映像を見ながら意識化、意識化→無意識化 

今はインテグリティの意識化を！ 

裏付けとして、審判を守るのは競技規則とプレーコーリングガイドラインである。 

 

 

 

講義➁ 講師 堀内 純氏 （FIBA レフリー/JBA 公認 S級審判/JBA公認 1級審判インストラクター） 

尾形 美樹氏（FIBA レフリー/JBA 公認 S 級審判/JBA公認 1級審判インストラクター） 

平出 剛氏 （JBA 公認 S 級審判/JBA 公認 2級審判インストラクター） 

   テーマ 「３POメカニクスについて」 

メカニクスを一言で言うと → 制度の高い判定を成立するために審判が共通して理解しておくシステム 

マニュアルより 

今回の講義 

 

 

 

 

プライマリエリアを記入、確認 

トレイル・リード・センターのプライマリエリア、アングルの確認 

①  ローテーションの確認 （映像を見ながら確認） 

基本の確認 

  ・ローテーションは基本リードがトリガーを握っている。 

→どこにボールがあるかでローテーションが起こる。 

ローテーションについて 

トレイル・リード・センターの基本的な動き、役割 

習慣 etc 

 



リードがスイッチサイドをしない３つの理由 

 

・ドライブ 

・ショット                          スイッチサイドしない 

・ショットクロック５秒以下 

 

ローテーション＝ただのポジションチェンジではない。 

誰がどこに目を当てているのか３人の協力が必要不可欠である。 

＊試合中の３POのメカニクスのトラブルはローテーション中に関することが多い。 

 

 プライマリの確認 

 ・パイプの中に縦に入ってくるドライブ 

   →ブロッキング or チャージングの判定はリードのプライマリ 

    ＊ただし、リードがレフリーDEFできなかった状況ではセンターがセカンダリで鳴らす必要がある。 

 

 ・エッジの下のライン 

   →エッジの下で何かあった場合はリードが判定する。  

 

➁ センターの確認（映像を確認しながら） 

  リードから離れていくプレーに関してはあまり追いすぎない。 

  自分から遠いプレーに対してはさらにもう一歩見方を変える。 

 良いポジショニングを取りに行くことやその場にあったプレゼンをすることも大切になる。 

  センター側でコールをした場合、振り返ったら自分の場所に戻れる位置でプレゼンをする。 

  

③トレイルの確認（映像を確認しながら） 

 ・３or２P 

３P の確認はプレーの上から見るより下から確認した方が見やすい。 

 ・スクリーンプレー 

  プレーに合わせたポジションアジャスト → 裏のプレーと表のプレーどちらが見えるのかも考えること。 

 ・プロテクトシュート 

  足元に入るプレーのファウル → プッシング 

 

④習慣 

まとめ ３PO「クルーワーク、協力」 

 

     制度の高い判定が大切であり 

「コート上の３人のレフリーがベーシックを積み重ねること」 

 プロフェッショナルレフリーも何か特別なことをしているのではなくベーシックをしっかりとやっている。 

                      ↓ 

クルーワークだけが先走らないようにベーシックが大切！！ 

 

 



講義③ 英語でのグループディスカッション 

 

４つのグループを２つにわけ各グループであらかじめ提示された 

映像を観て英語でグループディスカッションを行う。 

講義開始から英語のみの会話で各グループ 20分ほどの発表 

 

 

担当試合 

① １月 7日 岩手－秋田  

CC）田中 沙紀氏（愛知） U1）浅見 好美 U２）前田 隼大氏（鹿児島）  

担当講師：尾形 美樹氏 

＜ゲームカンファレンス＞  

 ・ローテーションのタイミングの確認 

   ・オールコート展開での約束事 

   ・EOQ、EOG、ショットクロック等、タイム管理の確認 

  〈ミーティング内容〉 映像を見ての確認 

   ・ローテーションはクルーワークとしてスムーズにできていた 

   ・C の位置がプレーから遠くならないこと 

   ・３P の確認はなるべく下から確認をすること 

  

② １月７日 千葉-広島 

CC）深野木 慧氏（兵庫） U1）浅見 好美 U２）前田 隼大氏（鹿児島） 

講師担当：加藤 誉樹氏 

（FIBA レフリー/JBA 公認プロフェッショナルレフリー/JBA 公認 S 級審判/JBA 公認 1 級審判インストラクター） 

＜ゲームカンファレンス＞  

 ・ローテーションの確認 

 ・オールコート展開での約束事、時間の管理はセンターが確認してコールする 

 ・アイコンタクトを取り確認 

 〈ミーティング内容〉 映像を見ての確認 

 ・クルー同士のコミュニケーションの取り方について 

   何が、誰が（何番のファウルだったか）、ボールのステータスはどうだったか 

   コールをした人に答えを聞くと答えが飛んでしまうので、「何番がファウルをしたのか」を聞く 

   自分が持っている答えを出して「ショットクロック何秒ですね」など確認を入れる 

  

 クルーで話す → 周りから見ると何かあったのかな？どうしたのかな？審判がピンチに見える 

   ↓ 

 スムーズに展開を持っていけると、今日のクルーは大丈夫だと安心感が生まれる 

逆にチャンスでもある 

  ・ワーニングのジェスチャー 

   選手に対しては良いがベンチには会話などのコミュニケーションの取り方が重要 

   それから TFを吹く 

１度コミュニケーションをとっているのでそれがワーニングになる 



 

③ １月８日 準決勝 山形-東京 Z   

CC）片山 峻氏（京都） U１）三好 浩平氏（山口） U2）浅見 好美 

  担当講師：平出 剛氏 

   ＜ゲームカンファレンス＞  

・ローテーション、メカニクスの確認 

  〈ミーティング内容〉 映像を見ての確認 

   ・ゲームが始まる時のU1、U２の並び順に気を付ける 

   ・プレゼンテーション→コールした時だけでなくそれ以外のところも意識すること 

   ・センターの位置が上がりすぎない 

   ・リードからの３or２P のフォローをもっとすること 

 

講義④ 講師：漆間 大吾氏 

（FIBA レフリー/JBA 公認プロフェッショナルレフリー/JBA 公認 S 級審判/JBA 公認 1 級審判インストラクター） 

加藤 誉樹氏 

テーマ「プロフェッショナルレフリーとは」 

プロフェッショナルレフリーの取り組み 

１週間のスケジュール（シーズン中） 

【週末のみゲームがある場合】            【平日にもゲームがある場合】        

月：OFF                                             月：OFF 

火：オフィス                     火：オフィス＆Ｔｒａｖｅｌ 

水：トレーニング                   水：ゲーム 

木：オフィス                     木：オフィス＆Ｔｒａｖｅｌ 

金：Ｔｒａｖｅｌ                   金：Ｔｒａｖｅｌ 

土：ゲーム                      土：ゲーム 

日：ゲーム                      日：ゲーム 

 

週に２日オフィスへ行く。定時は 9:30～17:30 

オフィスでは主に FIBAから伝わってくることをＡ級へ伝達すること。 

次の担当のゲームをスカウティングし前週２試合計４試合を観て、ミーティングの材料などを作っている。 

 

プレゲームカンファレンスは約２時間 

・スカウティング → チームの傾向が出てくる。  

            あくまでも材料で予測の材料なので決めつけになってはならない。 

・試合で起きたことを想定として共有しておいて、実際に起きた時に同じ判定ができるように確認しておく。 

・試合後、クルーチーフはホテルに戻りプレゲームカンファレンスやテーマにあったクリップを文章に変え

て報告をする。 

                  

食事 

 個人的なことでは、生ものは食べない。→ 何らかのリスクがあるものは食べない 

 

プロフェッショナルレフリーはバスケに多く関われる環境を JBA に作ってもらっている 



FIBA レフリーってどうやってなれるのか？（加藤氏） 

 はじめに 

   

    FIBAレフリーがすごくてそれ以外のレフリーはすごくないわけではない 

レフリーをしているなかで FIBAを目指すことが全てではない 

レフリーをしている全ての人にリスペクトをして話をしていきたい 

 

 FIBA レフリー → 現在日本 13名（2019-2021） 

  

【 期間 ９月１日～２年後の８月３１日 】 

 13 人という数字は FIBA で決められた４つの基準から決まる。 

  １ FIBAランキング （国のバスケの強さ） 

    ２ FIBAで仕事をしている人がどれくらいいるか 

    ３ FIBAの大会で前の２年間で日本のレフリーがどれだけ派遣されているかの実績 

    ４ 日本に占めるレフリーのうちアクティブな女性審判の割合 

        13人のうち何名女性が入っているか 

 

FIBA のレフリーのライセンス ３種類に分かれている 

ブラックライセンス ・・・ すべての大人の FIBAの試合、アンダーカテゴリーの FIBAの試合 

                男女、国際試合全ての審判ができる 

 

  グリーンライセンス ・・・ 女性が取得できるライセンス 

                本大会の女性の試合、アンダーカテゴリーの男女を含む試合を審判すること

ができる。 

 

  ホワイトライセンス ・・・ 男性女性とも取得ができる 

                全てのアジアのアンダーカテゴリーの試合 

 

FIBA レフリーになれる条件 

 ・その国のトップリーグをコンスタントに２年間担当する 

 ・50歳を過ぎたら更新できない。新規の FIBA レフリーになる年齢が 35歳になる前 

 ・ルールテスト、フィットネステスト、健康診断、FIBAが出す全てのテスト 

 基本的に FIBAレフリーはその国でもらえる枠は Max14 人・追加枠で４人もらえる制度がある。 

（最大の国では 18人） 

 

仮に現在、28歳Ｂ級の人がスムーズにライセンスを取れたとしても、FIBA へのチャンスは１回しかない。 

 

なにをどうやって頑張って取り組んでいくのかのビジョンを持っていくことが大切である。 

 

 

 

 

    



 

FIBA を目指すことを人生の 100％にしないこと 

何人そこにたどり着けるかは本当に限られている。 

年齢問わず、FIBA の人が１番上手いわけではない。各都道府県、ブロックでもＡ級の人がＢ級よりも上手い

わけでもなく、Ｂ級の人がいるからこそＡ級になれる。 

FIBA の人がいなくても日本を盛り上げてほしい。結果、その中で FIBAが生まれて欲しい。 

色々な努力や犠牲があり、その中である意味運もありＡ級になったりＳ級になったりしている。 

FIBA レフリーになることだけを人生にしていると、ライセンスを上げられなかったときに、審判が嫌になっ

てしまう。 

                        

 

           

 

大切なことは・・・ 

「審判が好き」ということ、「バスケが好き」ということ 

仮にライセンスを上げることができなかったとしても審判を続けること、笛が吹くことが好きという事を忘れて

はいけない。それぞれの仕事・生活を 100％楽しんでいくかはその人次第でプライベートも大切にすること 

 

 

８．大会を通じて 

この度はU28 YOCに参加させて頂きありがとうございました。 

研修を通じて自分と近い年代の方々と審判をすることで、周りの意識の高さや審判に対しての考え方など沢

山の気づき、そして刺激をもらいました。審判技術を上げるだけではなく、たくさんの仲間ができたことも貴

重な経験になりました。これを今後の審判活動に繋げ日々精進していきたいと思います。 

最後になりましたがこのような研修の場を設けてくださった JBA の皆様をはじめ、派遣審判員の皆様、そ

して貴重な経験を積ませて頂いた神奈川県協会・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。 

 

 


