
第４０回関東ミニバスケットボール大会派遣審判報告 

 

１ 報 告 者  高橋 哲平（横浜） 荻原 悠太（小田原） 

２ 大 会 名  第４０回関東ミニバスケットボール大会 

３ 大会期間  ２０１９年１月４日（金）～１月６日（日） 

４ 会  場  千葉ポートアリーナ、千葉県総合スポーツセンター 

５ 大会レベル  関東各都県協会から推薦された男女各１８チーム 

６ 講   師  千葉県バスケットボール協会 審判委員会 指導強化部 

中嶽 希美子氏、中島 弘幸氏、久保 あしみ氏 

７ 審判動向  １月４日（金）審判会議 

１月５日（土）大会１日目 

        １月６日（日）大会２日目 

８ 報  告 

（１）１月４日（金） 中島 弘幸氏によるレクチャー 

【今大会及びミニバスケットボールの審判の心構え】 

■将来、B リーグや WJBL で活躍することを夢見る選手たち 

    →正しいルールの理解のもと、正しい技術を笛で教える。審判という立場でできる夢への力添え。 

我々の判定ひとつでミニの選手の技術を伸ばすこともできるし、誤った判定をしてしまうことで、

その選手のプレーを萎縮させてしまうことにもつながってしまうという責任もある。 

■選手・ベンチ・コーチ・観客への示し方 

    →審判が毅然とした立ち振る舞いをすることで、バスケットボールの「商品価値」を高める。 

初めてバスケットボールの試合を見た人にも、こんなに素晴らしいスポーツなんだと感じてもらえ

るよう努める必要がある。 

【２人で審判をするということ】 

３PO と同じくらいプレーにきちんと目をあてるには、１人の審判が１.５人分の働きをしなければ

ならない。そのためには… 

① ２人が分担して違うところを見る 

・プレゲームカンファレンスで、エリア３とエリア４の境やエリア５とエリア６の境のように２人か

ら遠く、かつ、２人の視野が重なりがちになるエリアについて、プレゲームカンファレンスでどちら

の審判がどのように見ていくか話し合いをしておく。 

② ボールだけを見ずに次の受け手を見る 

・それぞれが自分のプライマリーを意識することで、どちらの審判が見るべきプレーかきちんと分担

する。 

・ボールが止まっていても、周りの選手が動いたり、ボールを持っている選手がピボットをしたり視

野が動くことで、審判も位置取りやアングルを変える必要がでてくる。 

③ 自分が動いた分、反対側に穴ができることを知る 

・2PO は 3PO 以上に動くことを意識しなければならないが、動くことによって穴ができるというこ

とを承知していなければならない。穴ができてしまうから動かないということではない。 

（例）リードでスイッチサイドする際には、逆サイドにも目を残しつつ、スイッチサイドする。 

 

 

 

 



【プレーコーリング・ガイドライン】 

第１章 

１ ファウルの成立 

          →クリーン・ザ・ゲームという概念のもと、試合を運営していく。 

           マージナル or イリーガルの判断 

２ イリーガルな手・腕・肘の整理 

          →FOM（Freedom of Movement）を見極め、選手が自由に動く権利があるということを示す。 

           「知っておくため」の情報収集➡︎チームや選手の手や身体の使い方を把握し、いつでも判定す

る準備をする。 

３ スクリーンプレー 

→スクリーナーが止まっていて、両足が床についた状態で、シリンダー内で身体の触れ合いが起

こる ＝ リーガル・スクリーン 

４ ブロッキング、チャージング 

      →インパクトの大きいものはコール 

５ プロテクトシューター 

          →アウトサイド、レイアップともに着地まで確認する。行き過ぎたブロックショットについては、

きちんと判定をする。 

６ アンスポーツマンライクファウル 

          →C１から C５まで、５つのクライテリアに当てはめて判定する。ただし、C４と C５はミニバス

のルール等と整合させる。全てがアンスポーツマンライクファウルになるのではなく、ボール

のコントロールの有無も確認する。 

７ プレーヤー／コーチのテクニカルファウル 

      →ゲームを運営するパートナーとして尊重する。コーチやプレーヤーにきちんとした立ち振る舞

いを求めるためにも、審判も正しい判定や現場までプレーを見に行くこと、毅然とした姿勢を

心がけ信頼されるよう努力する。それでも、審判に対して粗暴な態度・言動があるようであれ

ば、ルールに則ってテクニカルファウルを宣する必要がある。 

第２章 

１ トラベリング 

      →ボールのコントロール、ピボットフットを確認し、きちんとした技術を示す。 

 

【２人の協力（クルーワーク）】 

・OOB の確認、アシスト → 求められた場合はヘルプ 

※ 明らかな指し間違えは、互いに寄ってから訂正する。OOB の真実はひとつなので正しい判定を

最後までチームに提供する。 

・ゲームクロック、ショットクロックは常に確認する 

→ラスト１プレーやショットへの予測。 

     基本はトレイルが担当するが、ビジーの場合はリードも協力する。 

・アンスポーツマンライクファウルへのグレードアップ 

→まずはファウルをコールして、お互いに歩み寄る。 

     確証がある場合には、２人での確認を待たずに、判定した審判が自信を持ってコールする。 

・テクニカルファウルになるケースへの対応 

→コーチやベンチによる判定を不服とする態度や発言、選手がヒートアップするケースには、 

コールしなかったもう一人の審判が対応するようにする。 

（デットボール・オフィシエーティング） 



・チームファウルの個数を確認 

→４つ目を共有しボーナススローをスムーズに行う。パートナーが声でアシストする。 

・TO や MC も同じ「クルー」として協力する 

→TO が安心して１試合を運営できるように心がける。 

     MC の判定や処置に協力する。 

 

 

（２）担当ゲーム 

 

【高橋 哲平】 

〈1〉 １月５日（土）大会１日目（男子） 

姿川第二（栃木県） – 習台二（千葉県）  

主審）中島 孝博氏（本部） 副審）高橋 哲平 

主任）中嶽 希美子氏（本部） 

     <ミーティング内容> 

・トレイルの見方で、斜めに見るべきか、真横から見るべきかの判断をすること。 

プレーヤーに審判が見ている姿を見せること。どこまで見に行くかの判断。 

・クルーチーフメンタリティを意識する。ファウルされたときは AOS かもしれないが、パスし

たことが事実であれば相手と協議する必要もある。 

・ハンドチェッキング。ストレッチアームや両手で抱える触れ合いについては、ガイドラインに

照らし合わせてファウルとして取り上げるか、選手に声をかけてやめさせる必要があった。  

 

〈2〉 １月５日（土）大会１日目（女子）  

城山（栃木県） – 陶鎔 （東京都） 

主審）高橋 哲平 副審）小幡 浩志氏（千葉県） 

主任）吉宇田 和泉氏（東京都） 

     <ミーティング内容> 

・リードで、クローズダウンしたあとのプレーの展開で、開く必要があるときに対応できていな

いことがあった。 

・クルーチーフとして、相手のポジションなどを把握したポジショニングができると良い。話す

時間帯があれば、ポジションのすり合わせをする。 

・オンボールだけでなく、オフボールのプレーヤーに対しても、リーガルガーデイングポジショ

ンを意識した判定ができるとよい。 

 

〈3〉 １月６日（日）大会２日目（女子）  

国分寺（東京都） – 国分寺台（千葉県） 

主審）高橋 哲平 副審）松崎 かおる氏（茨城県） 

主任）出嶋 博史氏（東京都） 

 <ミーティング内容> 

・身体の触れ合いについて、一貫した基準を示せると良かった。 

・トラベリングの判定。いくつか取り上げる必要のあるものがあった。もらい足、突き出し、リリ

ースの確認をひとつひとつ丁寧に。 

 

 



〈4〉 １月６日（日）大会２日目（男子）  

鴨川（千葉県） - 越谷ウインズ （埼玉県） 

主審）赤羽 沙耶氏（栃木県） 副審）高橋 哲平 

主任）大木 裕一氏（山梨県） 

<ミーティング内容> 

・トラブルも無く、スムーズにゲームを進められていた。選手の思うようなプレーが出来ていたの

ではないか。 

・トレイルから判定してほしいプレーに対して、自分からプレーが離れてしまうことで、リードと

一緒に鳴らせないケースがいくつかあった。 

 

 

【荻原 悠太】 

〈1〉 １月５日（土）大会１日目（男子） 

海神南（千葉県） - 城東（東京都） 

主審）荻原 悠太 副審）清水 汐美氏（群馬県） 

主任）川端 康子氏（千葉県） 

    <ミーティング内容> 

・２人で TO 管理ができておりトラブルなく終えることができた。 

・スクリーンの基準を早い段階で示すことができればよかった。 

・足元の基準をしっかりと示すことができていた。 

 

〈2〉 １月５日（土）大会１日目（男子） 

鴨川（千葉県） ‐ 大洗（茨城県） 

主審）荻原 悠太 副審）山本 恵一氏（山梨県） 

主任）大網 康志氏（千葉県） 

    <ミーティング内容> 

・プレゼンテーションにメリハリがありよかった。 

・２人でコミュニケーションをとりながらスムーズに試合進行ができていた。 

・２人で確認できていないプレーがあった。 

 

〈3〉 １月６日（日）大会２日目（男子） 

菅谷東（茨城県） ‐ 沼田北（群馬県） 

主審）荻原 悠太 副審）金井 大樹氏（埼玉県） 

主任）遠藤 英輝氏（千葉県） 

    <ミーティング内容> 

・MC の赤旗についてもスムーズに対応することができていた。 

・試合を通して悪い手の使い方を整理できるとよかった。 

・１試合を通してコンタクトの基準が示す事ができていなかった。 

 

〈4〉 １月６日（日）大会２日目（女子） 

幸松（埼玉県）‐宮の原（栃木県） 

主審）中嶽 希美子氏（本部） 副審）荻原 悠太 

主任）出嶋 博史氏（東京都） 

   



  <ミーティング内容> 

・体のコンタクトをしっかりと判定することができていた。 

・TO コールが早かったのでゆっくりできるとよかった。 

・TO トラブルがあったが事前に防げるよう気をつける。 

 

 

（３）全体を通して 

【高橋 哲平】 

第４０回関東ミニバスケットボール大会へ派遣していただきありがとうございました。  

大会初日、講師・中島氏からの「ミニバスケットボールの審判としての心構え」に関する研修では、バ

スケットボールというスポーツのスタートラインに立っている選手たちの「将来」を担っているというこ

とを改めて認識しました。 

我々審判の判定１つで、選手の技術を伸ばす力添えができるかもしれないし、逆に選手が委縮して可能

性を摘みかねないということで、ひとつひとつの判定により責任を持つ必要があると感じました。 

オンザコートでは、開講式でお話のあった「ルールやプレーコーリング・ガイドラインに照らし合わせ

た判定を心がけること」を意識して臨みました。当たり前のことですが、どんな大会であってもひとつの

ルールやガイドラインに照らし合わせ、「正しい判定」を実践することで、ゲームのスムーズな運営やベ

ンチとの信頼関係につながると感じました。 

また、２人で審判をするということで、それぞれがより良いメ

カニックを実践すること、２人で協力して判定や確認の漏れが生

じないようにするために共通の認識を持っておくことが「正しい

判定」につながると感じました。 

最後になりますが、大会期間中お世話になりました千葉県協会

講師の皆様、千葉県ミニ連役員の皆様、各都県の審判員の皆様に

心より感謝申し上げます。また、今回派遣の機会を与えてくださ

った県協会、県ミニ連盟の方々にお礼申し上げます。ありがとう

ございました。 

 

【荻原 悠太】 

関東ミニ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した。 

大会を通して CC として試合に携わらせて頂く事が多くありました。 

試合前に講師の方からカンファレンスは時間をかけて行うようにとお話しがありました。初めての方とク

ルーを組むにあたって、共通の認識を持つことで試合をスムーズに進行する事ができました。 

試合を担当するに当たり、事前に試合に向けて TO の確認、メ

カニクス（プライマリー）の確認をクルー間でとることの重要性

を感じました。 

最後になりましたが、ご指導頂きました千葉県バスケットボー

ル協会講師の皆様、サポート頂きました千葉県ミニ連盟の皆様、

各都県の皆様に感謝申し上げます。また、派遣の機会を与えてく

ださった神奈川県協会、県ミニ連盟の皆様にお礼申し上げます。

ありがとうございました。 

 


