
鳥取県 せんバ レーボール大会・パラレルルール

技 上 ・ 審 判 上 の 確 認 事 項

◎コー ト:バ ドミントンの外側ライン。サービスライン=アタックライン

◎メンバー構成 :ハ ンディープレヤー=3～ 5名。
アドバンテージプレーヤー=1～ 3名 合計 6名 とする。

◎接触回数 :全員 (6名 )が触れ、 10打以内に相手コー トに返球する。

◎ボールのアウト・イン :接地点がライン上であればインとする。

ネット上を通過して返球されればインとする。
コー ト外の床、人、物にボールがふれた場合はアウトとする。

◎ゲーム進行 :コ ー トキャプテンのジャンケンでサーブ権を決めておく。両チーム主審

側からゼッケン順でサービスラインに沿つて整列する。

原則として 1・ 3・ 5番をハンディープレーヤーとする。

主審のホイッスルで挨拶し、ゲームに入る。

(ゲームの進行は主審が行 う、プレーヤ等の判断でプレーを止めない。)

◎サーブ :2本以内にネットに触れずに相手コー トに打ち込む。
ハンディープレーヤーは、サーブ トス・サーブ後 1打のアシス トを受けるこ

とが出来る。車椅子使用者はサービスラインより前でサープを打つてもよい。

得点に関係なくチーム交互に、ゼッケン順にサーブを打つ。

◎レシープ・パス・返球 :全員が接触し、 10回以内であれば、同一競技者は 2回まで

プレーすることが出来る。 (審判は全員が触れたかを確認する。)

。同一競技者が連続して触れることは出来ない。
・相手からの打球レシーブ第 1打において、一連の動作中でのダブルタッチ

はOKとする。
・ラリー中に車椅子等にボールが触れた場合はカウントしない。

◎アタック :ゼ ッケン番号 1・ 3・ 5の選手しかできず、立位者は原則としてアタック

ライジ後方から打つ。ジャンプしてのアタックできない。

◎反則について
。全員が触れる前に相手コー トに返した場合・・・・ナットオール

・ 10打以内に相手コー トに返球できない場合・・・オーバータイム
。一人の競技者が連続してボールに触れた場合・・・ ドリブル

・ボールを持つたり、運ぶようなパスをした場合・・ホールディング
・サーブやアタックをジャンプして行つた場合・・・ジャンプアタック

・ボールを操作するためにネットに触れた場合・・・タッチネット
・相手コー ト上でボールに触れた場合・・・・・・・オーバーネット

・サーバーやアタッカーがサービスライン=ア タックラインを踏んだり、動生
後Fム踏み越したりしてプレーをした場合・・・ 。オーバーライン

(ふ うせんがデッド又は相手プレーヤーに触れたらラインを超えても良い)

◎ゲーム終了 :10分の試合時間又は15得点先取のラリーポイント制。

サ=ブラインに整列し、向かい合う選手と握手をしゲーム終了。
補足説明

*複数競技者が同時に触れた場合・・ 。そね′ぞれのカウン トとするが、次のボールは誰が触れても良い。

*ド リブル・・・ 2度打ち、明らかに両手ばらばら、身体に当たつてから打つ。

*フ ォールディング・・・手に乗せ運ぶ、つかむ、ネット・身体で挟み込む。

*ア タック・・相手コートに打ち込む行為を全てアタック。  ●アタックの反則・・ア ドバンテージ

プレーヤーがネットより高い位置から、ネット通過時水平より鋭角にアタックした場合。

詢
通賜



ふ うせ んバ レー 試 合 開始 の流 れ と審 判 の動 き

試合前 (3分前 )

①各チームはゲームコー トに集合する。

②キャプテンはオーダー用紙を持って主審の所へ集まる。

③主審・副審 。両キャプテンは互いに握手をしてから、サーブ権のジャンケンを

する。

④キャプテンはチームに戻り、主審・副審は位置に付く。

⑤副審は点示員にサーブチームを伝え、サーブチェックカー ドを準備する。

ゲーム前 (1分前 )

①主審側から、各チーム 1番～ 6番 が整列をする。

②主審のホイッスルで、挨拶する。

③各チームポジションにつく。

④副審は、サーブチームの 1番 にボールを渡し待機をさせる。

ゲー ム開始

①主審は、本部の確認合図に合わせ、準備ができていたらOKサインを出す。

②主審は、本部のゲーム開始合図により、サーブのホイッスルをならす。

ゲー ム 中の留意 点

*サ ープのラインクロス・ネットイン等の確認、反則の確認をする。

(打数の確認は声は出さない。コー ト外からの返球は移動 しながら確認を)

*セ カンドサーブもホイッスルで打たせる。

*副審又は点示員は得点板及びサーブチェックボー ドの操作をする。

*タ ッチネ ット等の反則によリゲームを止める場合は、ホイッスルを強く・少 し

長めに鳴らす。

*判定の補足説明 。指導的な助言を入れてもよい。

ゲー ム終 了

①副審は記録用紙を持つて主審側へ移動する。

②主審は、両チームの選手を、番号順にサーブラインに整列させる。

③主審は、両キャプテンを集め、試合結果記録の確認をし、整列させる。

④主審は、ゲーム得点 。勝者を告げ、ゲーム終了のホイッスルを鳴らし、ネ ット

下で両チーム選手の握手を促す。

⑤副審は、記録用紙を本部に提出する。



ふ うせ ん バ レー ポ ー ル  主 審・ 副 審 等 の 役 割

■審判業務全般について

◎試合進行・ ポイ ン ト・反則等の最終権限は主審 が負 う。 (副審等他 の審判及びプ レー

ャー、チーム関係者 がプ レーを止 めることは出来ない。但 し判定についての説 明を求

めることは出来 る。)

◎主審 は主審 の側 か ら判定が難 しい場合、ゲームを止 めて副審・ ライ ンズマ ンの意見 を

聞 くことが出来 る。ポイ ン トorノ ーカ ウン トで開始す る。

◎ゲームの流れ に影響のないタッチネ ッ トは、プ レー を止 めて 口頭注意。サーブか らや

り直す。その後 も明 らかなタッチは反則 とす る。 (危 険防止のため)

★主審の業務

◎基本的にボールの流れに応じた判定は主審が行 う。

①サービスの許可 (サーブをヒットしていない場合は、最初は口頭注意。以後はアウト

判定)

②ボールヘの接触 (ホ ールディング・ ドリブル・オーバーネット・タッチネット・アタ

ック・ジャンプアタック・ナットオール等の反則)

③ボールアウト・イン、反則、ワンタッチが有ったかどうかの最終判定とポイント。

④ゲームの開始・終了の挨拶。

★副審の業務 (主審の補佐)

①サーブ後・アタック後のラインオーバー

②副審側のサイ ドライン管理・ネット上を通過しないボール返球

③タッチネット (タ ッチしなければプレー出来ない場合)

④ 10回以内での返球出来なかった場合のオーバータイム。

⑤タイムアウトの回数と時間管理

⑥主審が見えない場所でのボールヘの接触に対する反則について

(選手が重なつたり、主審を背中に反則があつたりした場合、主審の反対側で車椅子等

にボールが当たつた場合など)は、副審は合図のみ送ることが出来る。主審が流した

場合は反則とはならない。

★ラインズマン (当該ラインの管理…・ラインズマンを置く場合)

主審の右横・左対角ライン上に立ち、それぞれのサイ ドライン・エン ドラインにボー

ルイン・ アウ トを判定する。 (最 終判定は主審にあるが、判定が異なる場合は主審は副

審 とラインズマンを集め確認 をして最終判定を行 う。)

★点示員 (得点の管理並びにサ…ブ順の管理)


