
2020三 3月 20日

『 2020年 度 指導部の日標 とビーチバ レーボールの重点指導項 目』

JVA大会運営事業本部 審判規員:委員会 指導部

1目 標

(1)審判員は,競技規貝Jを 理解するだけでなく,正確に適用する。

(2)審判員は,ホ イッスルやハン ドシグナルを大切にし,基本的な動きや位置取 り,手続きを確実に行

う。

(3)審判員は,向 上′卜を持ち,日 頃から信頼されるよう多くの経験を積む努力をする。

2 重点指導項目

【主 審】

(1)不法な行為について
。選手ならびにチームスタッフの試合中の不法な行為は,毅然とした態度で対処し,必要に応 じ

て適切に罰則を適用する。

(2)サービス許可について
。ラリー終了後,12秒以内にサービス許可のホイッスルができるよう,両チームが遅延なく準備

をするよう促す。
。ラリー終了後,12秒後にサーバーがボールを保持 していても,レシービングチームが次のプレ

ーの準備ができていない場合は,サービス許可のホイッスルをしてはならない。

・サーバーによる遅延を防ぐ。 (ボールを保持 した状態でサービスゾーンの砂をならしたり,ボ

ール リトリバーからボールを受け取らない等)

(3)遅延行為について
。ラリー間やセット開始前,タ イムアウト・テクニカルタイムアウト終了時において,選手のど

の行為が遅延の対象となるかを理解 し,選手の遅延を防ぐ。以下の場合,必要に応 じて罰則を

適用する。

①プレーを開始する準備が遅いとき

②ラリー間において選手がサングラスや身体などについた砂を落 としたり,ラ インを直 し

たりするとき

※選手が上記の行為などを連続 して二つ以上行つた場合は遅延 となる。

③主審がキャプテンの質問に答えた後にも競技を再開しないとき

※主審はキャプテンの質問に対 して明確 。簡潔に答えること。

(4)ハン ドリング基準について
。クリニック等で基準の確認を行い,すべての審判員が統一できるようにする。特に、ハー ド

ドリブン (強打)ではないオーバーハンドレシーブやオーバーハン ドのセットアップについ

て,正 しく判定する。
・ラリーを継続するとい う理由で基準を変えない。

(5)各プロ トコールの的確な運用について
。マッチプロトコール,ボールマークプロコール,メ ディカルアシスタンスプロトコール及びプ

ロテス トプロトコールについて,そ の運用方法を理解する。

(6)コ ーチングのコン トロールについて

国内の大会に適用される特別競技規則 (ルールブック付録 (1)※付則の 1)を理解十ろ[

● 6 ●



【冨ll

(1)

(2)

審 】

得点とサービス順について

・スコアラ‐,ア シスタントスコアラーと連携し,両チームの得点およびサニビス順の確認を確

実に行 う。

遅延行為について
。選手のどの行為が遅延の対象となるかを理解し,選手に遅延行為をさせないよう積極的に動
いて主審を補佐する。    |

。選手の不沢1の事態 (砂が口に入りうがいをさせる場面やサングラスが破損し交換する際など)

に対して,適切なコントロールを行 う。

ネットヘの接触・ネット近くの選手の反則について
。タッチネット,ア ンテナ付近や許容空間外側のボール通過の判定を正しく行 う:

。ネット近くの選手によるプレーに対する妨害および本目手コー トに侵入した際に起こる妨害

(イ ンターフェア)の判定を正しく行 う。

試合中断の手続きについて

・コー トスイッチの手順及び取扱いを十分理解し,ス ムーズに行えるようにする。
・タイムアウト,テ クニカルタイムアウトにおいては,チームメンバニはベンチに戻るよう指示

する。また,開始後 45秒でホイッスルし,コ ー トヘ戻るよう積極的に指示する:

(3)

(4)

【スコアラー】

(1)サービス順の確認,得′点の確認をしながら,正確に記録をつける。疑わしいときは試合を止め,

アシスタン トスコアラー等に確認をしてミスの無いようにする。

(2)コー トスイッチとそれぞれのセット終了を主審と副審に知らせる。

(3)試合中,全ての罰則 と不当な要求を記録するとともに,試合終了後は結果欄の記入を速やかに行

う。

(4)記載 ミスをした場合は,鉛筆で当該箇所を○で囲んで表示をする。最終確認のときに主審が修正

する。 (2重線で消さないこと)

【アシスタントスコアラー】

(1)常にスコアラーと声を掛け合って,サーバーの番号や得点を確認し合 う。

(2)ラ リー終了後,す ぐに次のサーバーの番号 (ナ ンバーパ ドル)を示す。誤りがあればブザーまた

は日頭で直ちに副審に通知する。

(3)ス コアラーズテーブル上のスコアボー ドを使用して得点掲示をするとともに,ス コアボー ドの得

点が正しいか確認する。

(4)予備の公式記録用紙を準備 し,必要があればスコアラこに渡す。

【ラインジャッジ】

(1)担当するラインの判定を確実に行 う。自身側チームのブロックにおけるボールコンタク ト (自

身側チームサイ ドにボールが入る場合)は ,確実に見えた場合に限 リラリー中も主審が確認で

きるように (2秒程度)フ ラッグシグナルを示す。

(2)ア ンテナに関わる判定方法やボールを取 り戻す場合の判定方法を確認 し,試合に臨む。

(3)ラ リー終了時に担当ラインのゆがみや砂の凹凸を速やかに修正する。2名 の場合,ラ インジャッ

ジが立たないコーナー部分を特に注意する。

(4)選手の要求により必要に応 じて,所持 しているサングラスを拭くためのタオルを速やかに選手に

渡す。
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2020年 度  ビーチ バ レーボ ール ル ール の 取 り扱 い に つ いて

1 競技参加者の行為 (PARTICIPANTS'∞ ND∪C丁)に関する事項

19.1 スポーツマンにふさわしい行為 CSPORTNIANLIKE COND∪ C丁)

19.11 競技参加者は,公式ビーチバレーボール規貝」に通じていなければならない。また,それを忠実に

守らなければならない。

19.1.2 競技参力0者は,審半」員の決定に対しスポーツマンらしく反論せ

'受
け入れなくてはならない。

疑間がある場合には,キャプテンを通してのみ説明を求めることができる。(規貝」5121)
191.3 競技参加者は,審判員の決定に影響を与えたり,またはチームの反貝」を隠したりする行動や態度

は避けなければならない。

19.2 フェアプレー (FAIR PLAY)

192.1 競技参加者は,審判員だけでな<,他の役員,相手チーム,チームメイト,さらに観衆に対して

も,フェアプレーの精神で敬意を示し ネL儀正し<行動しなければならない。

(注 )

1 主審の判定に対するキャプテンの質問は受け入れるが:その内容がルールの取り扱い等に関する質

問ではな<,判定に対する抗議や意見を述べる等の場合やキャプテン以外の選手が質問に来た場合

は,拒否する。

2 競技参加者ぶ 規則 19に反した場合 警告が与えられる。繰り返した場合は,ペナルティが科せ

られる。

3 競技参加者が:審判員に向かつて判定に対して執拗に抗議するような態度をとつた場合,警告が与

えられる。繰り返した場合は,ペナルティが科せられる。

【主にステージ 11こ該当するケース】

①主審が最終判定を出した後にも審判員に不満を示す態度や言葉を発した場合。

②一度指導された後にも,再びキャプテン以外の選手が判定に対して質Pc33を した場合。

【主にステージ 2に該当するケース (直接イエ□―カードを出すケース)】

①主冨」審やラインジャッジの判定に対して,執拗な抗議や威嚇的な態度を示した場合。

②ネット越しに相手の選手などに対して,馬鹿にしたり威嚇をしたりする行為があつた場合。

※上記について,威嚇的な態度や行為の内容や程度によって,無作法な行為あるいは侮辱的な行為

として判断した場合には,規貝」20に基づき,罰貝」を適用する。

4 プレーイングエリア内で「ガム」を噛んだりすることは許されない。

2 サービス GERVIC巨)に関する事項

12.3 サービスの言午可 (A∪丁HORIZAT10N OF ttHE SERVICE)

主審は,サーバーがエンドライン後方でボールを保持し 両チームがプレーする用意ができていること

を確認した後ちサービスを許可する。
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(注 )

1 ラリーの終了のホイッスルから次のサービス許可のホイッスルまでの時間を,12秒以内のテンポで

行う。ラリー間を一定に保つために,選手をコントロールするとともに,ラインや砂の状態,または

ボールリトリバーのボール回しの状況を確認することが重要である。

2 ラリー終了12秒後に,サーバーがボールを保持していれ|よ 主審はサービス許可のホイッスルをし

てよい。サーバーが準備できているかどうか確認する必要はない。ラリー終了後,レシービングチー

ムの準備が 12秒よりも早い場合は,サーバーがボールを保持していてもサーバーの準備を待つこと

ができる。また,すべての選手が準備できていれ|よ 12秒より前にホイッスルしてもよい。ただし

レシービングチームが次のプレーの準備ができていない場合は,サービス許可のホイッスルをしては

ならない。

3 ラリー終了後,サーバーが速やかにサービスゾーンに移動しない場合や,ボールリトリバーから

ボールを受け取らない場合,また,ボールを保持した状態でサービスゾーンを平らに直す行為等は,

遅延行為として注意を与えなければならない。

3 中断 GNttERR∪ PTIONS)に関する手唄

15.5 不当な要求 GMPROPER REQ∪ESTS)

1551 ラリー中,またはサービスのホイッスルと同時か,あるいはその後に要求すること。(規貝」613)
155.2 要求する権利のないチームメンバーが要求すること。

(注)

1 サービスのホイッスルと同時か,あるいはその後の試合中断の要求は拒否され,ラリー終了後,記

録用紙に不当な要求として記載する。もしも菖」審がホイッスルした場合やブザーが鳴った場合でも,

特に試合を遅らせずに再開できる時には遅延とはせずにサービスのホイッスルを吹き直し そのラリ

ー終了後に不当な要求の措置を行う。

2 キャプテンではない選手がタイムアウトを要求したすぐ後 (同 じラリー間),続いてキャプテンが

タイムアウトを要求した場合 (キャプテンが要求せずにそのままタイムアウトとしてベンチに戻ろ

うとしているときは,審判員からキャプテンにハンドシグすルを出すよう指示してよい),タイム

アウトの要求は許可される。キャプテンではない選手が要求したタイムアウトにキャプテンが司意せ

ずコートに残っている場合等は,不当な要求とみなし 記録用紙に記録する。

(記入例)「チーム∧ 第1セット 3:7 不当な要求」

3 それまでにチームが運延の罰貝」を受けていても,不当な要求がチームの最初のものであれ1式 l巨否

される。その際,ラリー終了後に不当な要求として記録用紙に記録する。

4 試合の遅延 (GAMtt DELYS)に関する手唄

16.1 遅延行為の種類 (~lYPES OF DELAYS)
試合の再開を引き延ばすようなチームの不当な行動は,遅延行為である。主なものは以下のとおり :

16.4.1 試含を再開するよう指示された後,中断をさらに引き延ばすこと。

161.3 試含を遅らせること (通常の試合の状況下で,ラ リー終了からサービスのホイッスルまでは,

最大限 12秒間である)。

16.1.4 チームメンバーが試含を遅らせること。
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(注)

1 選手ぶ サングラスを拭いたり砂をならしたりする場合,ラ リー終了後,直ちに行わなければ

ならない。―度次のポジションに着いた後に行うことは遅延となる。また,2つ以上の中断行為

(サングラスを拭いた後;ラインや砂を直す等)も遅延となる。

2 TO及びTTOの終了後じコートヘ戻る行為が遅い場合,またコートヘ戻つた後プレーを再開

する前に線審のタオルでサングラスを拭いたりする場合も遅延行為となる。

3 選手の自然なリアクションか,判定をごまかす行動か,または遅延行為か等を的確に見極める.

ライン際のボールインのボールマークを消すリアクションは,半」定をごまかす行動だけではない

ことを理解しなければならない。

審判団は,選手がラインを直すことを要求することがないように,ラ リー終了後速やかにライン

や砂を直すことを優先し キ寺に主・副審は毎ラリー終了後にその状態を確認する必要がある。

4 冨」審は,ラリー終了後,まずサーバーの確認,スコアラーの任務の確認を速やかに行うとともに、

プレーイングエリアの状態を確認すること。

5 主審がキャプテンの質問に答えた後にも,質問を繰り返したり,規貝」の適用や解釈ではない質問

で中断を長弓|かせるようにした場合も遅延行為となる。

5
2

公式記録記入法に関する事項

トスの後に

2.2 副審から

a)最初にサービスをするチーム

b)それぞれのチームの試合開始時のコートサイド

(注 )

1 トスに勝ったチームが選択をした後,もう一つのチームが選択を終え,両キャプテンが記録用紙にサ

インをしている間に,主審・副審でトスの結果を復唱し 両者で間違いがないか確認する。

2 両キャプテンカ鼈己録用紙にサインをし終えたら,冨」審がスコアラーにトスの結果を伝える。

3 公式練習が終了する前に。スコアラーがトスの結果とサービス順を正し<記入しているか,主審・副

審がスコアシートを確認する。

4 試含終了後,マッチプロトコールにしたがつて審判台前からスコアラーズテーブル前に戻る際,キャ

プテンがサインし終わるまではスコアラーズテーブルのそばに近寄らず,一定の距離をあけて待つ。

必要であれば,審判員がベンチに近寄ってキャプテンに声をかけてよいか RO座にサインをするよう

強要すべきではない。
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6 メディカルアシスタンスプロトコール (MttDICL ASSISTANCtt PRO~l‐OCOLS)に
関する事項

17.1 負傷/病気 GN」∪LYttLLNESS)
17.11 ボールがインプレー中で,もしも重大な事故が起きた場合には,審判員は直ちに試含を止め,

医療担当者がコートに入ることを許可しなければならない。ラリーはその後,やり直しとなる。

(注)

1 ラリー中に重大な事故が発生し 選手が出血している場合,またはプレーが続行され選手が状態を

悪化させる可能性がある場合,審判員はすぐにホイッスルしてプレーを止める必要がある。その後,

ラリーはやり直される。

2 選手が負傷/病気になつた場合,ラ リー終了後すぐに,副審は選手が医療支援を必要とするかどうか

を確認する必要がある。

3 審判員は,メディカルアシスタンスプロトコールを開始する前に,その性質 (出血,外傷性負傷,

または猛暑等気象条件による病気)および程度 (軽度または重度)を半」断する必要があるため,負

傷/病気に至る状況を把握していなければならない。

4 -試合中に同一選手がMTO(出血をともなう負傷)と R「 (外傷性負傷)の両方を要求し さらに,

他の2つのタイプの RIT(猛暑等またはトイレの使用のいずれか)を要求する可倉旨性があり,これら

は使用|1頁序に関係な<許可される。

5 さまざまな種類の負傷/病気と医療支援

負傷の種類    ……ょき ,_■ _.…………………麟 専        ‐ 許可 0計時

メディカルタイムアウト

(出血をともなう負傷)

MTO(Blood)

IT1lΨ
ttd間uけ

外傷性負傷

プレー中に発生した事象のみ

例 :選手が支柱にぶつかる,

選手間の衝突など

RI丁 猛暑等厳しい気象条件に

よる病気

競技委員長が:審判委員長と

協議したうえで,公式に厳し

い気象条件下であると通矢]し

た場合のみ

RITトイレの使用

通常の試合中,選手がトイレ

の使用で遅延した場合のみ

軽度 |―遅延なく治療

:一医療支援なし

1主審により許可

許可された時点

重度 :―最初に,その時点で利用可能なTOま 1から計時を開始

たはTTQセ ット間を使用

一MTOまたは RI丁/最大5分

またはその

リ
カ
バ
リ
ー
イ
ン
タ
ー
ラ
プ
シ
ョ
ン

（Ｒ
Ｉ
こ

一最初にその時点で利用可能な 丁○

他の正規の中断を使用

一RIT/最大5分

主審により許可

許可された時点

から計時を開始

一選手は,ゲームを遅らせない限り,試含中に

いつでもトイレを使用する権利がある。

一最初にその時点で利用可能な 丁○

I「O,セット間を使用

一RI丁/最大 5分

一選手が戻つたらすぐに試合が再開される。  |

医療支援はすべての正規およびその他のゲーム中断時に許可される。

または

主審により許可

丁○,I「O,セッ

ト間の中断中か

ら戻るのが遅れ

た時点で計時を

開始
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7 猛暑対策に関する手唄

選手の健康管理を考慮し 競技委員長または審判委員長の決定により,下記を段階的に適用する。

(1)ラリー間12秒を15秒に延ばす。(選手には伝えない。)

(2)コートスイッチごとに,速やかに水分補給することを許可する。(ベンチに座ったり,パートナ

ーと会話したり,サングラスを拭<等はできない。)

(3)1,2セット時には21-21の ときに2回目のテクニカルタイムアウト (丁 丁○)を,3セ

ット時には3回目のコートスイッチのときにT丁○を行う。

● 12●



2020生
=3月

20日
J∨A大会運営事業本部審判規興J委員会

コートオフィシャル 【ボールリトリバー】の役害」について (参考資料)

]腱 芝喜

大会ポロシャツ、キャップ、ハーフバンツ (支給される場合)を着用し白系統の運動靴と靴下を履きます。

役害」の時間的な範囲

第 1試合は試合開始 20分前までに、第 2試合以降は前の試合が終了する前に指定の場所に集合します。

人数

通常は5～ 6名、大会によつては 4人や 3人で行う場合があります。

主な業務

(1)前の試合が終了する前に指定の場所に集合し、ボール及び身体を拭<ためのタオルを用意します。

(2)試合前及び公式練習には、選手たちの練習に対応し、エンドライン後方でボール拾しヽを行います。

(3)公式練習終了後、所定の位置につき、サーバーにボールを渡す役目の二人は副審からボールを受け取

ります。その他の人は、座って待ちます。

※第 1セット開始時及び第 3セ ット開始0寺は、副審から選手にボールを直接渡します。それ以外の

試含中断後などは、全てサービスチーム倶」のサーバーにボールを渡す役目の人が選手に渡します。

(4)配置については、下の図を参照して<ださい。(スポンサーの看板が隠れないよう注意して<ださい)

人数が3人の場合は、①⑤⑥ の位置に待機し、①と⑤がサーバーにボールを渡す
人数が5人の場合は、①②④⑤⑥  の位置に待機し、②と⑤がサーバーにボールを渡す
人数が6人の場合は、①②③④⑤⑥ の位置に待機し、②と⑤がサーバーにボールを渡す
4ボールシステムの場合は、サーバーの一番近<にいるボールを保持している人がボールを渡す

5 業務上、注意すること

(1)サーバーにボールを渡す際は、ボールは必ず拭いてから選手 (サーバー)に直接手渡しして<ださい。

(2)速やかにボールを所定の位置に回すことが大切ですが、ラリー中はボールを絶対にまわさないよう,い

掛けてください。(レ シープのチームが構えたり、主塞がサーブ許可の為に手を上げたら、ボールをま

わすことは止めてください)※ラリー間が12秒ありますので、ラリー完了後に所定の位置に回すこ

とができます。

(3)ラ リーが終わつた時に、「次のサーブ権はどちらのチームか」ということを意識し、②または⑤になる
べ<早くボールが行<よう協力して<ださい。

(4)ボールを転がす0寺に砂面の凸凹によリコート内にボールが入る可能性があるので気を付けて<ださい。

(5)リ トリバー用タオルは短バンの右倶」に入れておき、

ボールを速やかに拭いて<ださい。

また、選手が体 (サングラス以外)を拭<ときに近<に
来ますのでハーフバンツから出して渡して<ださい。

※タオルをフェンスや砂面に置かないよう気を付けて

<ださい

⑤①

④
☆

②
☆ スコアラース・テーフ

゛
ル
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2020年 3月 20□

J∨∧大会運営事業本部審判規貝」委員会

コートオフィシャル 【サンドレベラー(レーカー)】 の役害」について (参考り )

服装

大会ポロシャツ、キャップ、ハーフバンツ(支給される場合)を着用し白系統の運動靴と靴下を履きます。

役害」の時間的な範囲

第 1試合は試含開始 20分前までに、第 2試合以降は前の試合が終了する前に指定の場所に集合します。

人数

6名または4名、大会によつては 2名や、ボールリトリバーが兼ねることがあります。

主な業務

試合前 (前の試含終了後)、 公式練習後、テク三カルタイムアウト、タイムアウ ト、セット間にコートの

砂地をされいに均 (な ら)す作業です (約 40秒で)

(1)試含中はコートサイ ドに待機し、出番になつたら、一斉にサイ ドライン上に走って移動する

(2)1番内倶」の人が先にネット下から 1.5m程度を反対倶」担当者と交互に均す

(ネ ットからレーキ 1本分離れた場所からネット下に向かって掘つたり耕したりせず表面だけ均す)

(3)[4名 または 6名の場合]2番目の人はネット下作業が開始したらライン上を均す (ラインの下が

平になるように)

※その際にレーキ (ト ンボ)全体の 3分の2が

コートタトになるように、レーキの位置を保つ

(4)[6名 の場合]4番外側の人は担当コー トのレシーブ位置の

凹凸を平らにする (ライン倶」から軽<砂を押しながら)

(5)全員が終わったら、最初に立った反対

【1◆ 3050e.回 目】

元の位置に戻る

・回目】

1回目に副審倶」から始め、2回目は主審側から始めます。その後も交互に行います。

※4人の場合、ネット下とライン上を均した後、時間があれば、サーブレシーブをする

所も凸凹になつていないか確認し、凸凹の場合には、できる限り均して<ださい。
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