
①年 月 日：令和元年１０月１３日
②講習会名：令和元年度

福岡県ハンドボール協会
とびうめカップ審判講習会

③主 催 者：福岡県ハンドボール協会
④開催場所：福岡大学
⑤講 師 名：川端 祐貴
⑥確 認 印：後ほど押印していただきます

●D級をすでにお持ちの方は審判手帳に今日の
講習会について各自で記載をしてください。

●講習会受講者一覧に署名をしてください。
年度更新の際の必要事項となります。



令和元年度
とびうめカップ審判講習会

令和元年１０月１３日（日）
福岡県ハンドボール協会

審判長 川端 祐貴



福岡県ハンドボール協会審判長

川端 祐貴（かわばた ゆうき）

勤務先：福岡県立香椎工業高等学校

英語科教諭 第1学年主任

携帯電話：090–5478–5873

E-mail：kawabata@fku.ed.jp

mailto:kawabata@fku.ed.jp


本日の講習会の目的:

大きなケガがなく、みんなが充実感が
得られる大会にするために、レフェリー
をする際にどのようなことが大切になる
のか全チームの関係者が理解する。



【本研修会の流れ】
●はじめに
〔８：４５～８：５０〕

●講習① 2019年度審判員の心得・目標

〔８：５０～９：１５〕

●講習② とびうめカップの審判の役割
基本的審判法

〔９：１５～９：４５〕

●連絡事項＆質疑応答
〔９：４５～１０：００〕



● 講習①
２０１９年度審判員の心得・目標

〔８：５０～９：１５〕









コ ン タ ク ト プ レ ー を
正 し く 見 極 め る

～モダンハンドボールの 考 え 方 か ら ～

2 0 1 9 年 度 審 判 員 の 目 標



モダンハンドボール

近年のハンドボール競技の特徴
⇒ 激しいボディーコンタクト

スピーディーなゲーム展開

「ハードプレーとラフプレーの見極め」

＜2019、2020、そしてその先･･･＞
われわれレフェリーが、理解し、整理し、
解決していかなければならない課題

リオ・オリンピック
以降、さらに強調



コンタクトプレーを
正しく見極めるために

「ハードプレーとラフプレーの見極め」

競技規則第８条「相手に対する動作」
⇒ 攻撃側、防御側の双方にあてはまる

＜身体接触の際＞

◆ 両者の位置関係
◆ 違反を受けたプレーヤーへの影響



競技規則 ８：１（a）～（c）

次の行為は許される

（a）他のプレーヤーの手からボールを取るために、
開いた片手を使うこと

（b）相手の身体に接触し、そのまま相手の動きに合
わせてついていくために、曲げた腕を使うこと

（c）位置取りをめぐり、相手をブロックするために
胴体を使うこと



ハードプレーとラフプレーの見極め
（防御プレーヤーの位置と防御行為）

防御行為の ハードプレー とは・・・

◆ 攻撃側プレーヤーの
◆ 競技規則８：１の状況（例えば、 ）
◆ 面を守る

接触の度合いが強かったとしても

ハードプレー として認める

正面
曲げた腕

相手の安全



ハードプレーとラフプレーの見極め
（レフェリングの際のポイント）

【 大切な判断基準（事実判定の根拠） 】

① ボディーコントロールは？

② ボールに対するプレー？

③ プレーヤーへの影響は？



① ボディーコントロール
⇒ シュートを打ち切ったかどうか

もしも、ボディーコントロールを
失わずにプレーできているならば･･･

◆ ゲームの流れを重視

◆ 安易に競技を中断しない

モダンハンドボール

（ハンドボールの面白さ）を表現する

７ｍ スローの判定や
罰則の適用 などにより



防御プレーヤーの位置と防御行為

◆ ボールを対象としていない

◆ 不利な位置から接触を試みた

⇒ ラフプレー として判定
（競技規則８：２、８：３）

横から

後ろから

② ボールに対するプレー

８の３
段階罰(YC)
以上が必要



③ プレーヤーへの影響
どの罰則を適用するかについての判断基準（８：３）

８の３
段階罰(YC)

８の４
2分間退場

８の５
失格(RC)

８の６
報告書を伴う
失格(BC)

d) 違反行為の影響



ＤＦのコンタクトによる
シューターへの影響を見極める

シューターは、最終的にＤＦのコンタクトなしにシュート
を打ち切っている。ゴールイン。

違反を受けたプレーヤーへの影響もないため、罰則は不要。

シュートを外したとしても、そのまま継続。罰則も不要。



視点
①DFの位置 ②OFの影響 ③シュートへの影響

ＤＦは積極的に前へ動きながらコンタクトを試みている。

決してオフェンシブファールにしてはいけない。

違反を受けたプレーヤーへの影響もないため、罰則は不要。
ゴールイン。シュートを外したとしても、そのまま継続。



即座に２分間退場とすべき違反行為
（８：４）

a) 衝撃の大きい違反行為や、高速で走っている相手に対する

違反

b) 相手を背後から捕まえ続けること、あるいは引き倒すこと

c) 頭や喉、首に対する違反

d) 胴体やボールを投げようとしている腕を激しく叩くこと

e) 相手が身体のコントロールを失う行為をしようとすること
（例：ジャンプ中の相手の足/脚をつかむ。８:５a を参照）

f) 高速でジャンプして、あるいは走って相手にぶつかること

開始直後でも、即座に２分間退場もありうる！



即座に２分間退場とすべき違反行為

①開始直後であっても、、、



即座に２分間退場とすべき違反行為

②捕まえ続ける行為は、、、



即座に２分間退場とすべき違反行為

③ウィングの足と足の接触



即座に２分間退場とすべき違反行為

④空中・引き倒す行為



即座に２分間退場とすべき
ピボットプレーヤーに対する違反行為

①捕まえ続ける・引き倒す行為



即座に２分間退場とすべき
ピボットプレーヤーに対する違反行為

②捕まえ続ける行為



２分間退場以上の判定が必要な
違反行為

８の５
失格
(RC)

①空中・背後・シューティングアーム



２分間退場以上の判定が必要な
違反行為

８の５
失格
(RC)

①空中にいる選手を正面から押す



８の６
報告書を
伴う失格
(BC)

２分間退場以上の判定が
必要な違反行為



これからのレフェリーの役割

◆世界の流れ
⇒ スピーディーなゲーム展開

◆競技規則８：３ ⇒ 判断基準
・・・ 影響を見極めて判定

◆プレーを正確に観察できる位置取り



これからのレフェリーの役割
～前半のうちに基準（許容範囲）を示す～

前半のうちに

インフォメーション

ボディーランゲージ

段階的罰則

⇒ 後半に罰則を適用する必要がないようにする
（もちろん罰則を適用する準備は必要）

基準（許容範囲）
を伝えていく



これからのレフェリーの役割
～一試合を通して～

６０分の中で

起きた現象

プレーの質

違反を受けたプレーヤーへの影響を見極め
罰則を適用するかどうかの判断をする

良いプレーを保証し
悪いプレーを排除する



世界が目指すモダンハンドボール



コ ン タ ク ト プ レ ー を
正 し く 見 極 め る

～モダンハンドボールの 考 え 方 か ら ～

2 0 1 9 年 度 審 判 員 の 目 標



● 講習②
とびうめカップのレフェリーの役割
基本的審判法

〔９：１５～９：４５〕



両チームが
・誰もケガをせずにゲームを終える。
・プレーしても応援しても楽しいゲームにする。
・これまでの練習や試合の経験を活かして思いきり
プレーをして笑顔で終えることができる。

とびうめカップの審判の役割は？



定期的に研修を受け、ルールに精通した
公認審判員によって大会を運営

できることによって

安全に安心して
ハンドボールを楽しむことができる

とびうめカップの審判の役割は？

各チーム２名以上の公認審判員D級を
取得して帯同レフェリーの登録を！



D級取得の手順

①Ⅾ級申請書に記入
②県審判部に提出
（今日でもOK)

③審査料＋認定(5000円)
を県審判部に振り込む
（今日でもOK）

④後日コイン等が郵送
される
【登録完了】



審判
ハンドブック

ルールブック
(競技規則)

※日本協会HPからDLできます

レフェリーに必要なもの
ウェア(ワッペン)
シューズ
ホイッスル
コイン
カード3種

ＹＣ/ＲＣ/ＢⅭ
※記録カード 審判手帳



①美しいジェスチャーを使いましょう！
②近くで判定しましょう！
③笛の音は大きく吹きましょう！
④ペアで任務を分担しましょう！
⑤判定の手順を守りましょう！
⑥危ないと思うプレーには勇気を
持って罰則を使いましょう！

レフェリーの基本事項・注意点



「コート上の立ち振る舞い、ジェスチャー、
笛のタイミングがきれいでないと、正しい
判定をしていても信頼はされない。」

①ルールブック通りの
美しいジェスチャーを
用いましょう



得点



フリースロー



スローイン



ゴールキーパースロー
（ラインクロス）



タイムアウト



オーバーステップ



イリーガルドリブル
（ダブルドリブル）



オフェンシブファール
（攻撃側の違反）



イエローカード
レッドカード



退場（2min.）



３ｍの距離の確保



ハッキング



ホールディング
プッシング



パッシブプレーの
予告合図



パッシブプレー



ゴールエリアへの侵入
（エリア内防御）

以上の１７種の
ジェスチャーを
正しく美しく
用いましょう！



②近くで判定しましょう！

・コート内のプレーヤー
とボールから決して目を
離さない！
・正しい判定をするために
は、とにかく近くで判定
するよう心がける。

その位置から見て判定
したなら、そうかもと
思わせる位置で！

→文句を言われない！

文句を言わせない！



③笛の音は大きく吹きましょう！

まずは大きく笛を吹く
ことが大切！

徐々に強弱長短を使い
分けながら吹けるよう
に練習しましょう！
（例）長く強い笛は

ターンオーバー



④ペアで任務を分担しましょう

コートレフェリーの任務 ゴールレフェリーの任務

ボール付近のプレーを観察

・フリースロー

・スローオフ

・ターンオーバー

(オーバーステップ・ダブルドリ

ブル・オフェンスファール)

・罰則(YC・2min.・RC)

6m付近のプレーを観察

・得点

・ラインクロス

・7mT

・ピボットプレーヤーの

攻防(ブロックプレー)

・罰則(YC・2min.・RC)



⑤判定の手順を守りましょう！

・判定の手順
① 笛
② 方向指示〔再開方法〕
③（必要に応じ）ジェスチャー

※退場を判定するときには、、、
①タイムアウト(ピッピッピッ)
②ジェスチャー
③（必要に応じ）ジェスチャー



⑥危ないと思うプレーには勇気を持って罰則を！

どの罰則を適用するかについての判断基準
（８：３）

a) 違反行為をしたプレーヤーの 位置
・・相手に対して、正面？側面？後方？

b) 違反行為が対象とした 身体の部位
・・胴体？シュートしている腕？脚？頭部？喉？首？

c) 違反行為の 激しさの程度
・・接触の強度は？相手の動きの速さは？

d) 違反行為の 影響



⑥危ないと思うプレーには勇気を持って罰則を！

ハードプレーとラフプレーの見極め
（防御プレーヤーの位置と防御行為）

◆ボールを対象としていない
◆不利な位置から接触を試みた

(=横から・後ろから)

⇒ ラフプレーとして判定
（競技規則８：２、８：３）



⑥危ないと思うプレーには勇気を持って罰則！

即座に２分間退場とすべき違反行為
a) 衝撃の大きい違反行為や、高速で走っている相手に対する違反

b) 相手を背後から捕まえ続けること、あるいは引き倒すこと

c) 頭や喉、首に対する違反

d) 胴体やボールを投げようとしている腕を激しく叩くこと

e) 相手が身体のコントロールを失う行為をしようとすること
（例：ジャンプ中の相手の足/脚をつかむ。８:５a を参照）

f) 高速でジャンプして、あるいは走って相手にぶつかること

・高速（速攻）

・背後から捕まえ続ける

・引き倒す

・頭・喉・首

・投げる腕を激しく叩く

・空中

これらの
キーワードと
結びついたら
即座に2min.!

なぜ？と言われたら8の4！



● 連絡事項＆質疑応答
〔９：４５～１０：００〕



●連絡事項
年度更新・D級取得・C級申請について



●連絡事項
県審判委員会の組織について



本年度から完全にＡ級・C級のワッペンが
変わりました。まだ新しいワッペンを購入
してない方は、日本協会から購入できます。
購入方法については川端にお尋ねください。

●連絡事項
新ワッペンについて

⇦ Ａ級 1,620円

Ｃ級 1,404円 ⇨



手帳の記入について

9試合後すぐ記入をする習慣を！

記載すべき内容
①年月日
②大会名または講習会名（～大会）

③主催者（高体連・～協会など）

④試合結果または講習会開催場所
（勝利チームを左側に記入する）

⑤ペアレフェリーまたは講師名
⑥確認印(県内大会はすべて川端印でOK)

現在販売中の審判手帳に
は試合と講習会のどちら
の記録も記入をしていく
ことができます！

県協会または日本協会から購入可能です



福岡県ハンドボール協会ホームページ
fukuoka-handball.sports.coocan.jp

本日の会議資料を掲載しています。ご活用ください。

http://fukuoka-handball.sports.coocan.jp


日本ハンドボール協会ホームページ

本日使用した動画がYouTubeで見れます。



1／

今大会が各チームにとって素晴らしい
大会になることを期待しています。
御清聴ありがとうございました。

本日の講習会の目的:

大きなケガがなく、みんなが充実感が
得られる大会にするために、レフェリー
をする際にどのようなことが大切になる
のか全チームの関係者が理解する。



何かご協力できることがあれば

いつでもご連絡ください

福岡県ハンドボール協会審判長

川端 祐貴（かわばた ゆうき）

勤務先：福岡県立香椎工業高等学校

英語科教諭 第1学年主任

携帯電話：090–5478–5873

E-mail：kawabata@fku.ed.jp

mailto:kawabata@fku.ed.jp

