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競 技 規 則 

 

第１条 コート 

１の１  コート(図 1)は、長さ３５ｍと幅２０ｍの長方形で、２つのゴールエリアと１つの

プレーイングエリアで構成される、長いラインをサイドラインと呼び、短い辺のうち

ゴールポストの間をゴールライン、ゴールの両外側をアウターゴールラインと呼ぶ。 

 コートの周囲には、サイドラインに沿って幅２ｍ以上、アウターゴールラインの後

方に幅２ｍ以上の安全地帯を設けなければならない。 

 

 

(図 1)  

 

１の２  両アウターゴールラインの中央にゴールを設置する。床またはゴール後方の壁面に

ゴールをしっかり固定しなければならない。ゴールは内のりで高さ 1.65ｍ、幅 3ｍで

ある。（図２） 

ゴールポストを水平なクロスバーで連結する。ゴールポストの後面をゴールライン

の後端に一致させる。ゴールポストとクロスバーの断面は１辺が８cmの正方形でなけ

ればならない、コートから見えるゴールポストとクロスバーの３つの面を対照的な２

色で帯状に塗り、背景からも目立つようにしなければならない。 

ゴールに入ったボールがそのまま中に留まるように、ゴールネットを張らなければ

ならない。 
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（図２） 

 

１の３  コート上のすべてのラインは、そのラインが囲む領域に属する。ゴールポスト～の

間のゴールラインは幅８ｃｍ。それ以外の各ラインはすべて幅５ｃｍである。 

１の４  ボールのラインアウト・インの判定は平面とし、ゴールエリアラインの判定も同様

である。 

１の５  各ゴールの前にゴールエリアを置く。ゴールエリアラインはゴールエリアの境界を

示し、ゴールラインの中点から半径６ｍの円弧で、アウターゴールラインと結ぶ。 

１の６  ７ｍラインは、ゴールの正面に引いた長さ１ｍの直線である。ゴールラインから（ゴ

ールラインの後端から７ｍの前端まで測って）７ｍ離れたところに、ゴールラインと

平行に引く。 

１の７  センターラインは、両サイドラインの中点を結ぶ。 

１の８    各チームの交代ラインはサイドライン上で、センターラインから５ｍの距離を示す

ポイントまでである。センターラインと平行に、サイドラインの内側と外側にそれぞ

れ１５ｃｍの長さで引いたラインで、交代ラインの終点と明示する。 

 

第２条 競技、終了合図、タイムアウト 

    競技時間 

２の１  競技時間は前後半各１５分が標準である。休憩時間は５分が標準である。 

２の２  正規の競技時間が終了したときに同点で、勝敗を決定しなければならない場合は、５

分の休憩後に延長戦を行う。延長戦の競技時間は前後半各５分であり、２分の休憩時

間を入れる。延長戦後も同点のときは、延長戦後にチーム代表３名による７ｍスロー

を行う。なお同点のときは、以後１名ずつのサドンデスによる７ｍスローを行う。 
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２の３  同点のときは、競技規則に定める通りであるが、大会の趣旨や内容によって変更す

ることができる。 

 

    終了合図 

２の４  最初のスローオフを合図するレフェリーの笛で、競技時間が開始される。公示時間

による自動の終了合図か、タイムキーパーの終了合図によって、競技時間が終了する。

このような合図がない場合には、レフェリーは笛を吹いて競技時間が終了したことを

知らせる。 

注）  自動の終了合図機能のついた公示時計がない場合は、卓上時計または、ストップウォ

ッチを用い、タイムキーパーが終了を合図して競技を終わらせる。 

公示時計を使用するときは、可能ならば、０から１５分に進む加算式セットにするべ

きである。 

２の５ （前後半）終了合図の前に、あるいは終了合図と同時に行われた違反やスポーツマン

シップに反する行為に対しては、終了合図の後になっても罰則を与えねばならない。 

レフェリーは、必要な７ｍスローを行わせ、その直接の結果を確定してから競技終

了させねばならない。 

２の６  スローインや７ｍスローを行っている最中に、あるいはスローされてボールがすでに

空中にあるときに、ちょうど前後半の終了合図があったならば、そのスロ－をやり直さ

なければならない。やり直しスローの直接の結果を確定した後、レフェリーは競技を終

了させる。 

２の７  ２の５～６のような状況で７ｍスローを行うとき、プレーヤーとチーム役員の違反や

スポーツマンシップに反する行為に対して、罰則を与えなければならない。 

２の８  タイムキーパーの(前後半)終了合図が早すぎたとレフェリーが判断したならば､プレ

ーヤーをコートにとどまらせ、残りの時間を競技させなければならない。早すぎた合図

のあったときにボールを所持していたチームが競技再開に際してそのままボールを所

持する。もし、競技が中断中であれば、その状況に相応したスローで競技を再開する。 

(延長戦)前半が遅れて終了したときは、その時間に応じて後半を短くしなければなら

ない。もし、(延長戦を含め)後半が遅れて終了した場合には、レフェリーは何も変更は

できない。 

 

タイムアウト 

２の９  レフェリーは、いつ、どれだけ競技時間を中断(タイムアウト)するかを決定する。 

次の場合は、必ずタイムアウトをとらなければならない。 

(１)２分間の退場､失格､追放したとき。 

(２)７ｍスローを判定したとき。 

(３)チームタイムアウトを認めたとき。 

(４)不正交代や不正入場のあったとき。 

(５)両レフェリーの協議が必要なとき。 
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(６)競技中に事故や車椅子の故障があったとき。 

他の場合においても、レフェリーは状況に応じてタイムアウトをとる。 

タイムアウト中の違反は、競技時間中の違反と同等に扱う。 

２の１０ タイムアウトに伴って時計を止めるとき、または始動させるときにレフェリーはタ

イムキーパーに合図する。 

     笛を短く３回吹いてジェスチャー１５を用い、タイムキーパーに競技中断を知らせ

る。 

     タイムアウト後の競技の再開を示すため、必ず笛を吹かなければならない。 

２の１１ 各チームは、正規の競技時間の前半と後半(延長は除く)に各１回ずつ、１分間のチ

ームタイムアウトをとる権利がある。 

２の１２ チームタイムアウトを望むチームは、チーム役員がオフィシャル席に｢タイムカー

ド｣を置いて請求しなければならない。 

    チームがボールを所持しているとき(ボールがインプレーのとき、または競技の中 

    断中）にのみチームタイムアウトを請求することができる。 

 

第３条 ボール 

 

３の１  ボールは、直径１６ｃｍ～１８ｃｍのソフトタイプのボールとする。 

３の２  競技の時はいつも、２個以上のボールを用意しなければならない。競技中は予備ボ

ールをオフィシャル席に置いておき、すぐ使用できるようにしておかなければならな

い。 

３の３  いつ予備ボールを使用するかはレフェリーが決定する。 

 

第４条 車椅子 

 

４の１  車椅子は、スタンダードタイプの車いす、または、スポーツタイプの車いすとする。 

４の２  車椅子が通常の装備と著しくかけ離れたものや、危険と思われる装備のついたもの 

には、大会競技責任者の判断により、主催者側が用意した車椅子に乗り換えなくては

ならない。 

４の３  車椅子の椅子の高さは、床より座面までを５３ｃｍ以内とする。但し、スポンジク

ッションも含む。 

４の４  大腿部には、固定ベルトを車椅子と共に装着のこと。 

 

第５条 チーム、交代、服装 

チーム 

５の１  チームは１５名までのプレーヤーで構成される。同時に６名までのプレーヤーがコ

ートに出場できる。コート内には障がい者又は女性 1 名が必ず出場している事、残り

のプレーヤーは交代プレーヤーである。 
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 全競技時間中、チームはコート上のプレーヤーのうち１名をゴールキーパーに指名

しなければならない。ゴールキーパーとして認められているプレーヤーは、いつでも

コートプレーヤーになることができる。同様に、コートプレーヤーも、いつでもゴー

ルキーパーになることができる。（ただし、５の６，５の９を参照） 

５の２  障がい者とは、障がい者手帳の所持者とする。（身体、知的、精神） 

５の３  チームは競技中、４名までのチーム役員をおくことができる。 

チーム役員は、その競技の途中で交代することはできない。 

チーム役員のうち１名を「チーム責任者」として指名しなければならない。このチ

ーム責任者だけが、タイムキーパーやスコアラーと話すことができる。 

５の４  競技の開始時に、記録用紙に記載されているプレーヤーとチーム役員が競技への参

加資格を持つ。 

競技の開始後に遅れて到着したプレーヤーやチーム役員は、タイムキーパーやスコ

アラーに参加資格の承認を受け、記録用紙にその旨を記載されなければならない。 

５の５  チームの構成は、大会の趣旨などによって変更することができる。 

 

プレーヤーの交代 

５の６  交代しようとするプレーヤーがコートから出てしまえば、交代プレーヤーは、タイ

ムキーパーやスコアラーに告げずに、いつでも何度でも競技に出場できる。 

・プレーヤーは常に自チームの交代ラインを通ってコートに出入りする。 

・ゴールキーパーの交代についても、この条件を適用する。タイムアウト中にも、交代

に関するこの規定を適用する。（チームタイムアウト中は除く） 

５の７  不正交代をしたプレーヤーは、２分間の退場となる。同じ状況で同じチーム２名以

上のプレーヤーが不正交代した場合は、最初に違反したプレーヤーにのみ罰則を与え

なければならない。 

５の８  交代しないでプレーヤーが余計にコートに入った時、あるいはプレーヤーが交代地

域から不正に競技を妨害したときは、このプレーヤーを退場とする。このようにして

チームは（余計に入ったプレーヤーがコートからでなければならないということとは

別に）コート上のプレーヤーを次の２分間１名減らさなければならない。 

 ２分間の退場中のプレーヤーがコートに入ったときは、さらに退場が加えられる。

この退場は直ちに適用され、最初の退場と重複する間、チームはコート上のプレーヤ

ーをさらにもう１名減らさなければならない。 

 

服 装 

５の９  同じチームのプレーヤーは、全員同じユニフォームを着用しなければならない。 両

チームのユニフォームの配色とデザインは、互いにはっきりと判別できるものでなけ

ればならない。ゴールキーパーとして出場するプレーヤーは、両チームのコートプレ

ーヤーや相手チームのゴールキーパーとはっきりと判別できる色のユニフォームを着

用しなければならない。 
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５の１０ プレーヤーは、縦が２０ｃｍ以上の背番号と１０ｃｍ以上の胸番号を、シャツにつ

けなければならない。両チームのキャプテンは、上腕に腕章をつけなければならない。

この腕章は約４ｃｍ幅で、シャツと対比できる色でなければならない。 

５の１１ プレーヤーを危険にさらすようなものを身につけることは許されない。例えば、頭

部用プロテクター、顔面マスク、ブレスレット、腕時計、指輪、固いフレームの眼鏡

など、また、車椅子も危険と判断されるような装備など、プレーヤーを危険にさらす

ようなものすべてである。柔らかく伸縮性のある材質でできたものであれば着用して

もよい。以上の要件を満たさないプレーヤーは、その問題点を正すまで出場は認めら

れない。 

５の１２ プレーヤーが出血している場合、あるいは身体やユニフォームに血液が付着してい

る場合、止血して傷口を被い、身体とユニフォームをきれいに拭うため、そのプレー

ヤーはすぐに（通常の交代として）コートの外へ出さなければならない。 

処置が完了するまで、プレーヤーはコートに戻ることはできない。この規定に関す

るレフェリーの指示に従わないプレーヤーは、スポーツマンシップに反する行動をし

たとみなす。 

５の１３ 自チームの負傷したプレーヤーを救護するという特定の目的のために、参加資格の

ある者のうち２名に対し、タイムアウト中のコートヘの入場許可を、レフェリーは与

えることができる。 

 

第６条 違 反 

 

６の１ コートプレーヤーの違反（巻末添付資料参照） 

オーバープッシュ・オーバタイム・フロントボール・フロアタッチ・ストップボール 

ジャックル・不正交代・パッシププレー・フット 

相手に対する動作・チャージング・ゴールエリーアに侵入・5秒ルール 

６の２ コートプレイヤーには、次の行為が許される 

（1） 開いた状態又は握った状態の手、腕を使ってボールを投げる事、キャッチする事、

止める事、押す事、はたく事、或いはワンドリブルする事 

（2） 一方の手から他方の手にボールを持ち替える事またボールのファンブルは違反に

ならない 

（3） ボールをブロックする為、或いは得る為、手・腕を使う事 

（4） たとえ相手がボールを所持していなくても、相手の進路を阻む為に身体や車椅子を

使う事 

（5） ゴールエリアに侵入しても、次の場合は違反とならない 

・プレーヤーがボールをプレー後にゴールエリアに侵入しても、相手が不利になら

なかった時 

・防護側プレーヤーが防護しようとしている最中に又はその後に侵入しても相手が

不利にならなかった時 
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６の３ ゴールキーパーの違反 

不正交代 

相手に対する行為・ボール操作・ゴールエリア、プレーイングエリアの侵入 

６の４ ゴールキーパーには、次の行為が許される。 

（１）ゴールエリア内での防御動作において、下腿または足以外の身体のあらゆる部位、

あるいは車椅子でボールに触れること。 

（２）ゴールエリア内でボールを持ち、コートプレーヤーに適用される制限を受けずに動

くこと。ただし、ゴールキーパーは「オーバータイム」に則ってゴールスローを遅らせ

ることは許されない。 

（３）ボールを持たずにゴールエリアを離れ、プレーイングエリアで競技に参加すること。

プレーイングエリアに出たゴールキーパーは、コートプレーヤーに適用されている規則

に従うことになる。 

(４)ゴールキーパーのゴールエリア内でのフロントボール､ストップボールは許される。た

だし､フロアタッチ、フットについては許されない。 

 

第７条 スポーツマンシップに反する行為 

７の１  正当なスポーツマンシップの精神に反する身体的・言語的表現は、スポーツマンシ

ップに反する行為とみなす。コートの内外に関係なく、プレーヤーとチーム役員にこ

れを適用する。 

７の２  スポーツマンシップに反する行為の例として、次のようなものがある。 

（１）７ｍスローを行おうとしているプレーヤーに向かって呼ぶこと。 

（２）中断のときにボールを遠くに飛ばしたため、与えられたスローを相手や味方のプレ

ーヤーがすぐに行えない場合。 

（３）相手や味方のプレーヤーを言葉で罵ること。 

（４）ボールがサイドラインの外に出たとき、プレーヤーやチーム役員がそのボールを渡

さない場合。 

（５）各種スローの実施を遅らせること。 

（６）相手のユニフォームをつかむこと。 

（７）ボールを太ももなどで挟んだり、上半身などで押さえること 

（８）相手に７ｍのスローが与えられたとき、ゴールキーパーがボールを渡さない場合。 

（９）いかにも相手が違反したかのように見せかける（不当な）演技をすること。 

（１０）車椅子を押したり、引っ張るなどの行為。 

 

第８条 著しくスポーツマンシップに反する行為 

８の１  コートの内外に関係なく、プレーヤーやチーム役員による著しくスポーツマンシッ

プに反する行為に対しては、失格とする。 

 



9 / 22 

 

８の２  著しくスポーツマンシップに反する行為の例として、次のようなものがある。 

 （１）他人に対する侮辱的行為 

 （２）レフェリーの判定の後､単なるスポーツマンシップに反する行為と思えないぐらいボ

ールを遠くに投げること。あるいは払いのけること。 

 （３）相手に７ｍスローが与えられたとき、シュートを止めないとレフェリーがみなさな

ければならないような消極的な態度を、ゴールキーパーがとること。 

 （４）違反をされた後の報復行為（反射的にたたき返す） 

 （５）競技の中断中に故意にボールを相手に投げつけること。 

 

第９条 得点 

９の１  シュートの前や最中に、シュートをしたプレーヤーとその味方のプレーヤーに規則

違反がなく、ボール全体がゴールラインを完全に通過したとき得点となる。ゴールレ

フェリーはジェスチャー１２を用いて笛を短く２回吹き、得点が入ったことを認める。 

防御側プレーヤーに規則違反があったとしても、ボールがゴールに入れば得点とな

る。 

ゴールキーパーがゴールキーパースローを行おうとしている場合を除き、プレーヤ

ーが自陣のゴールにボールを入れた場合は、相手の得点となる。 

９の２  レフェリーが次に行うゴールキーパースローの笛を吹いたならば、与えられた得点

を取り消すことができない。 

 

第１０条 ７ｍスロー 

     ７ｍスローの判定 

１０の１ 次の場合は７ｍスローを与える。 

（１）コート上のあらゆる場所で､相手チームのプレーヤーや役員が明らかな得点チャン

スを妨害したとき。 

（２）明らかな得点チャンスの際に、不当な笛が鳴ったとき。 

（３）明らかな得点チャンスを、競技に関与していない人が妨害したとき。 

１０の２  １０の 1(1)に示したような違反があるにもかかわらずプレーヤーがボールと身

体を完全にコントロールしている状態であったならば、たとえプレーヤーが明らか

な得点チャンスを生かせなかったとしても、７ｍスローを与える必要はない。 

防御側の違反にもかかわらず、攻撃側プレーヤーが得点できた場合は、７ｍスロー

を判定する理由は全くない。逆にこの違反によって、攻撃側プレーヤーが明らかに

ボールや身体のコントロールを失い、もはや明らかな得点チャンスがなくなったこ

とが判明したときは、７ｍスローを与えなければならない。 
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１０の３ ７ｍスローを与えたとき、レフェリーはタイムアウトを取らなければならない。 

７ｍスローの実施 

１０の４ コートレフェリーの笛の合図から３秒以内に、シュートとして７ｍスローを行わな

ければならない。 

１０の５ ７ｍスローを行うプレーヤーは、ボールを手から離す前に７ｍラインを触れても、

これを踏み越えてもならない。 

１０の６ ７ｍスローを行った後､ボールが相手かゴールに触れるまでスローを行ったプレー

ヤーとその味方のプレーヤーは再びボールに触れることができない。 

１０の７ ７ｍスローを行うとき、スローを行うプレーヤーがボールを手から離すまで、その

味方のプレーヤーはゴールエリアラインの３ｍ外側にいなければならない。このよう

にしなかった場合には、７ｍスローを行ったチームの相手にフリースローを与える。 

１０の８ ７ｍスローを行うとき、スローを行うプレーヤーがボールを手から離すまで、相手

チームのプレーヤーはゴールエリアラインの３ｍ外側にいて７ｍラインから少なくと

も３ｍ離れていなければならない。このようにしなかった場合で得点とならなかった

ときには、再び７ｍスローを行う。 

１０の９ ７ｍスローを行うプレーヤーが、ボールを持って、正しい位置に立って一旦スロー

の用意をしたならば、もはやゴールキーパーの交代は認められない。 

 

第１１条 スローの実施 

１１の１ 競技の開始にあたり、コイントスに勝ち、ボールを所持しての開始を選択したチー

ムがスローオフを行う。その際、相手はサイドの選択権を得る。あるいは、コイント

スに勝ったチームがサイドの選択権を望んだ場合は、相手がスローオフを行うことに

なる。競技の後半に両チームはサイドを交代する。競技の開始時にスローオフを行わ

なかったチームが、後半始のスローオフを行う。延長戦の前に改めてコイントスを行

う。 

１１の２ 得点の後は、得点を許したチームのセンターからのスローオフによって競技は開始

する。 

１１の３ コートの中央からどちらに向かってスローオフを行ってもよい。笛の合図から３秒

以内にスローオフを行わなければならない。スローを行うプレーヤーの味方のプレー

ヤーは、笛の合図よりも前にセンターラインを踏み越えてはならない。 

１１の４ （延長戦も含めて）前後半の開始時のスローオフに際して、すべてのプレーヤーは

自陣のサイドにいなければならない。スローオフを行うプレーヤーから少なくとも３

ｍ離れていなければならない。 

１１の５ どのスローも直接得点することができる。また、スローを行うプレーヤーは、他の

プレーヤーがボールに触れるまで、再びボールに触れることはできない。 

１１の６ スローを行うとき、味方のプレーヤーにボールを手渡しても、味方のプレーヤーと

同時にボールに触れてはならない。また、相手は少なくとも３ｍ離れていなければな

らない。 
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１１の７ ボールがサイドラインを完全に通過したときは、最後にボールに触れなかったチー

ムが、サイドラインからスローインで再開する。 

１１の８ ボールがアウターゴールラインかゴールの上から完全に通過したときには、ゴール

キーパーか攻撃側チームに触れた場合は、ゴールキーパースローで再開する。また、

防御側チームに触れた場合は、コーナーから攻撃側チームのスローインで再開する。 

１１の９ プレーヤーがボールを自陣のゴールエリア内に入れたときは次のように判定する。 

（１）ボールがゴールに入ったときは、相手チームの得点。 

（２）ボールがゴールエリア内に止まるか、ゴールキーパーがボールに触れてボールが入

らなかったときは、ゴールスーロー、ボールがエリア内に止まればゴールスーロー、

キーパーがボールに触れてアウターラインから出た時もゴールースーロー、キーパー

が触れてサイドラインからボールが出た時は相手チームのボール 

（３）デフェンスが触れてボールがアウターゴールラインを越えて出たときは、相手チー

ムのコーナーからスローイン。 

１１の１０ 競技中の事故や車椅子の故障があった場合は、レフェリーがタイムアウトをとる。

再開は、ボールを所持している地点から行う。また、ゴールキーパーが所持してい

る場合は、ゴールキーパースローを行う。どちらのチームも所持していない場合は、

最後のボールを所持しているチームのサイドラインからスローインで再開する。 

１１の１１ コート上方の付属設備や天井にボールが触れたために競技が中断した場合は最後

に触れなかったチームのサイドラインからスローインで再開する。 

１１の１２ ボールの取り合いについて、危険な行為がない限り違反とはならない。ボール所

持していたか、または、先に触れた側の優位として、サイドラインからスローイン

で再開する。 

１１の１３ 両チームのプレーヤーが同時に違反した場合は、攻撃側の優位として、その場か

らスローインで再開する。 

１１の１４ レフェリーは再開の笛を吹かなければならない。 

（１）スローオフ、７ｍスロー、得点後の場合は毎回。 

（２）次の状況におけるスローイン、ゴールキーパースロー。 

      ・タイムアウト後の再開。 

      ・競技の中断後の再開。 

      ・スローの実施が遅いとき。 

      ・プレーヤーの位置を修正した後。 

      ・口頭での注意や警告の後。 

スローを行うプレーヤーは、笛の合図から３秒以内にボールを投げなければならな

い。 

１１の１５ スローインは、違反があった近くの３ｍ以内の付近から、また、ボール      

がサイドラインを通過した地点の外側から、またはアウターゴールラインを越えた

場合は通過した側のコーナースローでプレーを行わなければならない。 
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１１の１６ スローオフやスローインに際して、攻撃側プレーヤーがすぐにスローを行っても

不利にならないとき、レフェリーは防御側プレーヤーの不正な位置を正してはなら

ない。 しかし、不利になるときは不正な位置を正さなければならない。 

防御側プレーヤーが不正な位置にいるにもかかわらず、スローを行うための笛をレ

フェリーが吹いた場合、速やかにサイドスローやり直しをレフェリーの笛で再スタ

ートする、スローを行う相手のすぐ側で妨害、またはその他の違反でスローを遅ら

せたとき、あるいは妨害したときは、そのプレーヤーを警告とする。そのプレーヤ

ーが違反を繰り返したときは退場となる。 

 

第１２条 罰 則 

    警 告 

１２の１  レフェリーはイエローカードを高く上げ、違反したプレーヤーあるいはチーム役

員、およびタイムキーパーとスコアラーに警告であることを告げる。（ジェスチャー

１３） 

退 場 

１２の２ 次の場合は退湯（２分間）とする。 

  （１）不正交代または不正入場 

  （２）罰則を段階的に適用しなければならない違反を繰り返したとき。 

  （３）コートの内外に関係なく、プレーヤーがスポーツマンシップに反する行為を繰り返

したとき。 

  （４）チーム役員の内１名をすでに警告した後に、同じチームのいずれかの役員が再びス

ポーツマンシップに反する行為をしたとき。 

  （５）ボールを所持しているチームの相手にサイドラインからのスローを与えた際に、ボ

ールを床に落とさなかったとき、あるいは置かなかったとき。 

  （６）相手が各種スローを行っている際に、違反を繰り返したとき。 

  （７）プレーヤーやチーム役員の競技時間中の失格伴う結果として。（１２の８） 

  （８）２分間退場となった直接プレーヤーが、競技の再開前にスポーツマンシップに反す

る行為をしたとき。（１２の１２（１）） 

１２の３ レフェリーはタイムアウトをとった後、２本の指を伸ばして片腕を高くあげるジェ

スチャー１４を用いて、違反したプレーヤーまたはチーム役員、そしてタイムキーパ

ーとスコアラーに退場であることを明示する。 

１２の４ 退場となるは毎回２分間の競技時間であり、同一のプレーヤーが３回の退場となる

場合は必ず失格となる。 
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退場となったプレーヤーは退場時間中、競技に出場することができないし、チーム

はそのプレーヤーの代わりに他のプレーヤーを出場させることもできない。 

競技を再開する笛の合図から、退場計測し始める。 

競技の前半終了までに２分間の退場時間が終わらないときは、残り時間を後半に繰

り延べする。正規の競技時間から延長戦、そして延長戦中も同様に繰り延べする。 

 

失 格 

１２の５ 次の場合は失格とする 

  （１）競技への参加資格がないプレーヤーが、コートに入ったとき。 

  （２）一方のチームのいずれかの役員が３回目（あるいは２回目）のスポーツマンシップ

に反する行為をしたとき、つまり競技規則１２の３（４）によって、そのチームの役

員のうち１名がすでに２分間の退場になった場合。 

  （３）相手に危険をおよぼすような違反があったとき。 

  （４）コートの内外に関係なく、プレーヤーやチーム役員が著しくスポーツマンシップに

反する行為をしたとき。 

  （５）競技時間外、すなわち競技の開始前や休憩時間中に、プレーヤーが暴力行為をした

とき。 

 （６）チーム役員が暴力行為をしたとき。 

  （７）同一のプレーヤーが３回目の退場になったとき。 

  （８）休憩時間中に、プレーヤーやチーム役員がスポーツマンシップに反する行為を繰り

返したとき。 

１２の６ レフェリーはタイムアウトをとった後で、レッドカードを高く上げ、違反したプレ

ーヤーやまたはチーム役員、そしてタイムキーパーとスコアラーに失格であることを

明示する（ジェスチャー１３） 

１２の７ プレーヤーやチーム役員の失格は毎回、残り時間を通して適用される。そのプレー

ヤーや役員は、コートからも交代地域から直ちに去らなければならない。去った後、

そのプレーヤーやチーム役員がチームに関与することは一切許されない。 

コート内外に関係なく、競技時間中のプレーヤーやチーム役員の失格に対しては、

チームには毎回２分間の退場が伴う。これは、そのチームがコート上のプレーヤーを

２分間 1名減らさなければならないことを意味する（１２の３（７）） 

しかし、１２の１２に示した状況でプレーヤーが失格となったならば、コートの上

のプレーヤーを４分間続けて１名減らすことになる。 
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失格により、参加できるプレーヤーやチーム役員の数は減る（１２の１２（２）の

場合を除く。）しかし、２分間の退場時間が終了すれば、コート上のプレーヤーの数を

戻すことができる。 

 

追 放 

報告書を伴う失格 

１２の８ 次の場合は報告書を伴う失格とする。コー卜内外に関係なく、競技時間中にプレー

ヤーが暴力行為をしたとき。 

１２の９ レフェリーはタイムアウトをとった後、違反したプレーヤー、そしてタイムキーパ

ーとスコアラーに報告書を伴う失格であることを明示する。 

１２の１０ 報告書を伴う失格は残りすべての競技時間を通して適用され、チームはコートの

上のプレーヤーを１名減らして競技を続けなければならない。報告書を伴う失格とな

ったプレーヤーは、コートからも交代地域からも直ちに去らなければならない。代わ

りに他のプレーヤーが出場することもできない。去った後、そのプレーヤーがチーム

に関与することは一切許されない。レフェリーは、報告書を伴う失格に関する試合報

告書を当該の連盟に提出しなければならない。 

 

同一の状況における複数の違反 

１２の１１ 競技の再開前にプレーヤーまたはチーム役員が同時に、あるいは連続して複数の

違反をし、それぞれの違反に対する罰則の重さが異なるときは、原則として最も重

い罰則のみを与える。違反の１つが暴力行為であったときは、必ずこれを適用する。

しかし、次のような特例に限って、チームはコート上のプレーヤーを４分間減らし

て競技をしなければならない。 

（１）２分間の退場となった直後のプレーヤーが、競技の再開前にスポーツマンシップに反   

する行為をしたとき、そのプレーヤーはさらに２分間追加退場となる（１２－3（8）） 

追加の退場がそのプレーヤーの３回目の退場となるときは、失格としなければならない。 

（２）（直接の、または３回目の退場による）失格となった直後のプレーヤーが、競技再開前に

スポーツマンシップに反する行為をしたとき、チームは罰則を追加され、コート上のプ

レーヤーを４分間 1人減らして競技をすることになる。 

（３）２分間の退場となった直後のプレーヤーが、競技の再開前に著しくスポーツマンシップ 

に反する行為をしたとき、そのプレーヤーはさらに失格することになる（１２の６（4）） 

この２つの罰則を合わせ、コート上のプレーヤーを４分間 1人減らして競技することに 

なる（１２の８） 
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（４）（直接の、または３回目の退場による）失格となった直後のプレーヤーが、競技の再開前 

に著しくスポーツマンシップに反する行為をしたとき、チームは罰則を追加され、コー 

ト上のプレーヤーを４分間 1人減らして競技することになる。 

 

競技時間外の違反 

１２の１２ 競技規則に示した状況のほとんどは、競技時間内に起こった違反に関するもので

ある。この諸規則でいう競技時間内とは、延長戦やタイムアウトを含むが、休憩時

間は含まない。 

競技時間外に競技会場で、プレーヤーやチーム役員がスポーツマンシップに反す

る行為、著しくスポーツマンシップに反する行為、または暴力行為をしたときは、

次の罰則を与える。 

競技の開始前 

    （１）スポーツマンシップに反する行為に対しては、警告とする。 

    （２）著しくスポーツマンシップに反する行為や暴力行為に対しては失格とするが、チ

ームは登録プレーヤーから１名を減じ、４名のチーム役員で競技を開始する。 

休憩時間中 

    （３）スポーツマンシップに反する行為に対しては、警告とする。 

    （４）繰り返されたスポーツマンシップに反する行為、著しくスポーツマンシップに反

する行為、暴力行為に対しては失格とする。つまり、スポーツマンシップに反す

る行為を繰り返した場合、競技時間中の違反として適用される１２の３（３）～

（４）には該当しない。休憩時間中に失格となった場合、チームは休憩時間の直    

前と同じ人数で競技を続けることができる。 

 

第１３条 レフェリー 

１３の１ 同等の権限を持つ２名のレフェリーが、各競技を担当する。 

１３の２ プレーヤーが競技会場に入ったときから去るまで、レフェリーはプレーヤーを監視

する。 

１３の３ 競技時間前に、レフェリーは使用するコートとボールを点検する。レフェリーが使

用するボールを決定する。両チームが正規のユニフォームを着用して会場にいること

を確認する。記録用紙とプレーヤーの服装を確認する。 

レフェリーは､交代地域にいるプレーヤーとチーム役員の数が制限内であることを

確認し､さらに両チームの「チーム責任者」がいて、どのような人なのかを確認する。 

規則に適合しないものは、全て正さなければならない。 
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１３の４ 一方のレフェリーが、もう一方のレフェリーと両チームのキャプテンが立会いのも

とにコイントスを行う。 

１３の５ 競技開始にあたり、一方のレフェリーが「コートレフェリー」として、スローオフ

を行うチームの後方に位置をとる。コートレフェリーは、スローオフの笛を吹いて競

技を開始させる。その後、相手チームがボールを所持したとき、このレフェリーは防

御に戻ったチームのアウターゴールラインに沿って位置をとる。もう一方のレフェリ

ーは、まず「ゴールレフェリー」として、最初に防御するチームのアウターゴールラ

インのところに位置をとる。このチームが、ボールを所持したとき、このレフェリー

はコートレフェリーとなる。競技中、両レフェリーは時々、互いにサイドを交代しな

ければならない。 

１３の６ レフェリーは、パッシブプレーの兆候を察知したとき、予告合図（ジェスチャー１

７）を出す。これにより、ボールを所持しているチームはその所持を失わないように、

攻撃方法を改める機会を得る。予告合図を出した後も、ボールを所持しているチーム

が攻撃方法を改めなかったとき、あるいはシュートをしなかったときは、レフェりー

はパッシングプレーの判断として相手チームに反則を確認した場所からのフリースロ

ーを与える。 

１３の７ レフェリーは、フリースローの判定によって競技を早まって中断しないようにして、

競技を継続させなければならない。攻撃側チームの違反の直後に、防御側チームがす

ぐにボールを所持した場合、レフェリーはフリースローを判定してはならないという

ことである。 

防御側チームの違反により攻撃側チームがボールの所持を失ったこと、あるいは攻撃

を継続できないことが判明するまで、レフェリーは競技を中断してはならない。 

規則違反に対して罰則をあたえなければならない場合、違反したチームの相手が不利

益にならないならば、レフェリーはすぐに競技を中断できる。そうでない場合は、現

況が終結するまで罰則をあたえるのを待たなければならない。 

１３の８ 原則として、同じ２名のレフェリーで競技を管理する。レフェリーは競技規則に則

って競技を行わせ、いかなる違反をも判定しなければならない。一方レフェリーが競

技を終えることができなくなった場合は、もう一方のレフェリーがひとりで競技を続

行させる。 

１３の９ 両レフェリーが１つの違反に対して笛を吹き、どちらのチームの違反としなければ

ならないかについては一致しているが、罰則の重さについて見解が異なる場合には、

重い方の罰則を適用する。 

１３の１０ 両レフェリーが１つ違反に対して笛を吹いたとき、あるいはボールがコートから

出たときに、どちらのチームがボールを所持するかについて両レフェリーの見解が

異なった場合は、両レフェリーが協議した末に合意した判定を採用する。 
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     どうしても合意に達することができないときは、コートレフェリーの見解を優先す

る。この際には、タイムアウトをとらなければならない。両レフェリーは協議を終

えた後にはっきりと方向を示し、笛の合図によって競技を再開する。 

１３の１１ 両レフェリーは得点を管理する。 

      また、警告、退場、失格、追放を記録する。 

１３の１２ 両レフェリーは競技時間を管理する。計時の制度に疑いがある場合、レフェリー

は協議して決定する。 

１３の１３ レフェリーは記録用紙が正確に仕上がっていることを競技の終了後に確認する。 

追放および１２の８に示したような失格については試合報告書を作成しなければな

らない。 

１３の１４ レフェリーの事実観察や判断に基づく判定は、最終的なものである。 

競技規則に適合しない判定に対してのみ、異議を申し立てることができる。 

競技中は、各［チーム責任者］のみがレフェリーに話しかける権利を有する。 

１３の１５ レフェリーには協議を中断、または中止する権限がある。 しかし、競技の中止

を決定する前に、続行のためにあらゆることを試みなければならない。 

１３の１６ 黒色のユニフォームは、本来レフェリーのためのものである。 

 

第１４条 タイムキーパー、スコアラー 

１４の１  原則としてタイムキーパーが、競技時間、タイムアウト、退場となったプレーヤ

ーの退場時間を管理する。 

同様に、スコアラーが、チームの登録名簿、記録用紙、競技の開始後に到着した

プレーヤーの入場、参加資格のないプレーヤーの入場を管理する。 

交代地域におけるプレーヤーの数やチーム役員の数、交代プレーヤーの出入場な

ど、他の任務については協同して遂行する。 

必要が生じたとき、通常はタイムキーパーのみが試合を中断しなければならない。 

また、チームタイムアウト中、５０秒経過したとき、競技を１０秒後に再開しな

ければならないことを、タイムキーパーは笛で合図する。 

１４の２  公示時計の設備がない場合、特にタイムアウトの後にタイムキーパーは競技の経

過時間または残り時間を両チームのチーム責任者に通知しておかなければならない。 

自動の合図機能の付いた公示時計がない場合は、タイムキーパーが前後半や競技

終了時に終了合図を行う。公示時計に退場時間を表示できないときには、退場とな

ったプレーヤーの番号とそれぞれの入場時間を記入したカードを、タイムキーパー

がオフィシャル席に提示する。 
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ジ ェ ス チ ャ ー 
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レフェリーは, フリースローまたはスローインを判定したとき, 次に行わなければならないス

ローの方向を, 直ちに示さなければならない（ジェスチャー ７ または ９ ）。    

その後, 適用する罰則を示すために, 適切なジェスチャーを必ず用いなければならない（ジェ

スチャー１３〜１４）。  

フリースローや ７ m スローの判定に対する理由の説明が有用であろうと思われる場合, ジ

ェスチャー １〜６ と１１ のうち該当するもの 1 つを,インフォメーションのために用いる

ことができる（しかしながら, 前もってジェスチャー１７ を用いないで, パッシブプレーに対

してフリースローを判定したときは, 必ずジェスチャー１１ を用いなければならない）。 

 

ジェスチャー １２,１５,１６ は、 該当する場合に必ず用いる。 

ジェスチャー ８,１０,１７ は、 レフェリーが必要と考えた場合に用いる。 

 

 

付 則 

平成１５年１月２５日 競技規則を策定する 

平成１６年 一部改正 車椅子の高さ 

平成１８年 一部改正 固定ベルトの装着 

平成２４年 一部改正 ゴールポストの大きさ 

平成  年 一部改正 条文の削除 文言の修正 

平成３０年 一部改正 条文の削除、文言の修正 

令和  元年 一部改正 文言の修正 

令和  ２年 一部改正 文言の修正 

 

 

 

日本車椅子ハンドボール競技規則の改廃については理事会の承認が必要 
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競技用語の解説 

[ライン・エリア] 

プレーイングエリア コートのゴールエリア以外の部分 

センターライン 両サイドラインの中点を結んだライン 

サイドライン コートの縦のライン 

アウターゴールライン ゴールの両外側のライン 

ゴールエリアライン ゴールラインの中点から半径６ｍの円弧でアウターゴールラ

インと結んだライン 

ゴールエリア ゴールエリアラインで区別された、ゴールキーパーだけが入

る事が許されている地域 

７ｍライン ゴール正面に引いた長さ１ｍの直線 

交代ライン センターラインからそれぞれ５ｍづつのラインで、コートの

出入りが許されている地域 

交代ベンチ 交代プレーヤー、退場となったプレーヤーと４名のチーム役

員だけが入る事が許されている地域 

[時間] 

インプレー 競技時間が計測され、プレーが続行されている時間 

タイムアウト 競技時間がレフェリーによって中断される事 

チームタイムアウト 各チームが、前半と後半（延長戦は除く）に各 1 回づつ、1

分間のチームタイムアウトを取れる 

ハーフタイム 前半と後半の間の休憩時間 

タイムアウト 競技時間が終了する事 

[プレーヤー] 

オフェンス 攻撃側 

ディフエンス 防御側 

コートプレーヤ プレーイングエリアで攻撃、防御活動をするプレーヤー 

ゴールキーパー ゴールエリア内で、攻撃側のシュートを阻止するプレーヤー 

交代プレーヤ 競技中交代のため交代ベンチで待機するプレーヤー 

[ボールの扱い] 

オーバープッシュ ボール所有者が車椅子のハンドリムを連続して４回以上プッ

シュした場合、（片手のプッシュや方向転換も含む） 

オーバタイム 各種スローの実施の遅い時、笛の合図の後３秒を超えた場合、

または車椅子を操作をしていない状態で、ボールを所有し、

５秒を超えた場合又電動車椅子を操作している状態でボール

を所有し３秒を超えた場合 

 

 



21 / 22 

 

[ボールの扱い] 

パッシブプレー 攻撃しょう、あるいはシュートしょうという意図を示さない

でチームがボールを所有し続けた場合 

ジャックル 一度触れたボールが床、他のプレーヤー又はゴールに触れる

前に再びボールに触れた場合 

フロントボール 床の上にあるボールを車椅子のフットプレート部より前で拾

った場合 

ストップボール 車椅子の下にボールが入り、ボールの動きが停止した場合、

（対ただしゴールキーパーは除く） 

フット 故意に下肢又は足を使ってプレーした場合 

[相手に対する動作] 

チャージング 攻撃側が相手にぶつかった場合 

ホールディング 相手を抱えたり、つかむ事 

プッシング 相手を押す事 

ハッキング 相手をたたく事 

[スロー] 

ゴールキーパースロー 次の場合はゴールエリア内からゴールキーパーがスローを行

なう 

・攻撃側が直接出すか、ゴールキーパーが触れたボールがア

ウターゴールライン又はゴールの上から出た時 

・得点があった場合、得点を許したチームが行う 

・競技中の事故や車椅子の故障があってゴールキーパーがボ

ールを所有している時 

スローイン 次の場合はサイドライン相手チームのスローイン 

・プレーヤーが自陣のゴールエリア内に入れたボールがゴー

ルエリア内に止まるか、ゴールキーパーがにボールが触れ

てボールが入らなかった場合 

・コート上方の付属施設や天井にボールが触れたために競技

が中断した時 

・競技中の事故や車椅子に故障があった時 

・サイドラインからボールが出た時 

・プレーヤーの不正交代があった時 

・警告、退場、失格、追放があった時 

・防御側がアウターゴールラインからボールを出した時はコ

ーナスロー 
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スローオフ センターライン中央からレフェリーの笛の合図で３秒以内に

行うスロー 

７ｍスロー ７ｍスローラインからゴールキーパーと１対１で行う 

[罰則] 

不正交代 第５条の交代を参照 

警告 第１２条 罰則の警告を参照 

イエローカード 違反をしたプレーヤーに示すカード 

レッドカード 失格の違反をしたプレーヤーに示すカード 

退場 第１２条 罰則の退場を参照 

失格 第１２条 罰則の失格を参照 

追放 第１２条 罰則の追放を参照 

[競技役員] 

ゴールレフェリー 得点の認定とアウターゴールラインの外側から、主としてゴ

ールエリーアへの侵入を判定する 

コートレフェリー オフェンスの背後から、主としてボールに関する違反を判定

する 

オフィシャル タイムキーパーとスコアラーでレフェリーの補佐をする 

タイムキーパー 競技時間、タイムアウト、退場となったプレーヤーの時間の

管理をする 

スコアラー チームの登録名簿、記録用紙、戦評用紙や、プレーヤーの入

場のチェック 

[その他] 

コイントス 競技開始前にスローオフとサイドを決定する為にコインで行

う 

タイムカード チームタイムアウトを望むチームのチーム役員がオフシャル

席にカードをおき請求する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


