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1 競技の開始時間になっても黒チームは 5名 のコー トプレーヤー しか到着 してお らず、
ゴールキーパーはいなかつた。黒チームはコー トプレーヤー 5 番をゴールキーパー

として指名 した。黒チームの 5番はその後 どうなるか。

(a)正 しく交代すれば、いつでも黒チームの 5 番はコー トプレーヤー として出場

できる

(b)も はや黒チームの 5番はコー トプレーヤー として出場できない

(c)自 チームのチーム役員が了承すれば、黒チームの 5 番はコー トプレーヤーと

して出場できる

(d)正規のゴールキーパーが妻1着するまでは、黒チームの 5 番はコー トプレーヤ

ーとして出場できない

2 記録用紙に記載 されてお り、競技の開始時にコー ト上にいなければならないプ レーヤ

ーは、少なくとも何名か。

(a)5名 のプ レーヤー

(b)4名 のコー トプ レーヤー と 1名 のゴールキーパー

(c)5名 のコー トプ レーヤー と 1名 のゴール キーパー

(d)6名 のコー トプ レーヤー

3 プ レーヤーの競技への参加資格 について、正 しい記述は どれか。

(a)競技の開始時にいて、記録用紙 に記載 されているプ レーヤー

(b)競技の開始時にいな くても、記録用紙 には記載 されているプ レーヤー

(c)競技の開始時にいて、記録用紙 に記載 されていないプ レーヤー

(d)タ イムキーパーか ら参加 の許可を得たが、記録用紙 に記載 されていないプ レー

ヤー

4 レフェリーが自チームに、黒チームのフリースローライン際からのフリースローを与

えた。その直後にタイムキーパーが笛を吹き、同時に時計を止めた。 レフェリーが競

技中断の理由を尋ねると、タイムキーパーは 「白チームの 9 番が不正交代をした」

と答えた。

(a)黒チームのフリースローライン際から、自チームのフリースロー

(b)黒チームのフリースローライン際から、黒チームのフリースコー

(c)自 チームの交代地域前から、黒チームのフリースロー

(d)白 チームの 9番を 2分間退場
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5 白チームの 2番が 3回 目の 2分間退場 となったために、レフェリーは笛を吹いてタ

イムアウ トを取つた。 レフェリーがオフィシャル席に失格の旨を伝えにいく途中で、

自チームのチーム責任者がコー ト内に入 り、この退場に関 しての抗議をした。自チー

. ムの役員 Bは、すでに警告 となっていた。

(a)(レ フェリーはレッドカー ドを提示 し)自 チームのチーム責任者を失格 とし、

自チームのプレーヤーに 2分問退場を追加 し、1名 減 らす

(b)自 チームのチーム責任者を警告 とする

(c)(レ フェリーはレッドカー ドおよびブルーカー ドを提示 し)自 チームのチーム

責任者は報告書を伴 う失格 とする

(d)白 チームのチーム責任者を、2分間退場 とする

(e)自 チームはコー ト上のプレーヤーを、2分間 1名減 らす

6 白チームの 5 番が負傷 したため、コー トレフェリーはタイムアウ トを取 り、自チー

ムの 5 番の救護のため、自チームにコー トヘの入場許可を与えた。黒チームのコー

チ Bも また、自チームのゴニルキーパーに指示するためにコー ト内に入つた。

(a)問題はない。コー トヘの入場を許可する合図は、両チームのプレーヤー とチー

ム役員の全員に適用されるからである

(b)黒チームのチーム役員 4 名全員を警告 とし、その違反を繰 り返 した場合は失

格 とする

(c)黒チームのチーム責任者を、警告 とする

(d)黒チームのコーチ Bに、段階的罰員Jを適用する

(c)コ ー ト上での治療行為を受けた後、自チームの 5 番は速やかに平― 卜を出な

ければならない。自チームの 5番はその後、自チームが 3回の攻撃を終えた

後、コー トに戻ることができる

7 白チームが得点 した後、 レフェ リーはまだスローオフの笛 を吹いていなかった。黒チ

ームの 6番がコー トか ら出る前に、黒チームの 10番が不正にコー ト内に入つた.

(a)ス ローオフ              ヽ

(b)白 チームのフ リースロー

(c)黒チームの 10番 を 2分間退場

(d)黒チームの 6番を 2分間退場

8 白チームのゴールキーパー 3番は、7mス ローを行お うとしていた。無人のゴール

を守 るため白チームの 15番はゴール キーパーのユニホームを着て、コー トプ レーヤ

ーの うちの 1名 と交代 し、 コー ト内に入 つた。

(a)自 チームの 3番 を 2分間退場

(b)自 チームの 15番 を 2分 FH5退場

(o)罰則 は不要

(d)白 チームの 7mス ロー

(e)白 チームの交代 ラインか ら、 Bチ ームのフ リースロー
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白チームの 5番が 2分間退場 となつた。1退場時間が 1分 45秒経過 した時点で、自

チームのチーム役員 Aは、5番をコー トヘ戻 した。

(a)自 チームの 5番を新たに 2分間退場とし、自チームはコー ト上のプレーヤー

を 2分 15秒間さらに 1名減らす

(b)(レ フェリーはレッドカー トを示し)自チームの 5 番を失格とし、自チーム

はコー ト上のプレーヤーを残りの退場時間中 (15秒間)2名減らし、その後、1

分 45秒間 1名減らす

(c)自 チームの 5番を新たに 2分間退場とし、自チームはコー ト上のプレ‐ヤー

を残りの退場時間中 (15秒間)2名減らし、その後、1分 45秒間 1名減ら

す

10 出血しているプレ∵ヤーがコー ト内にいる場合について、正しい記載はどれか
`

そのプレーヤーは、自主的に速やかにコー トから出なければならない

次の競技の申断まで、そのプレニヤーはコー ト内にいてもよい

出血 しているプレァヤーと交代するプレーヤーは、交代ラインを通 らずにコ∵

卜内に入つてもよい

次の競技の中断まで、そのプ レーヤーは再びコー トに入ることができない

そのプレーヤーが、コー トから出るようにとい うレフェリこの指示に従わない

場合、スポーツマンシップに反する行為 として罰則を適用 しなければならない

11 チーム責任者に段階的罰員Jを適用するのは、どのような場合か。

(a)自 チームのプレーヤーが、タイムキーパー・スコアラーに告げることなく交代

地域を去ったとき

(b)記録用紙に記載されていない者が、競技の開始時に交代地域にいたとき

(c)プ レーヤァが余計にコー トに入つたとき

(d)参加資格のないプレーヤーがコー トに入つたとき

(e)競技開始後に、許されない装具を身に着けていることを確認したとき

(0交代地域で違反があつたものの、違反をした者が特定できないとき

12 白チームが、相手チームのフリースローライン際で攻撃を行なつている際、自チーム

の 7番がユニホームの上から黄色のジャージを着たまま、通常の交代を行なつた。

(a)競技を中断 し、黄色のジャージを脱がせる

(b)黒チームのフリースローとする

(c)自 チームの 7番を 2分間退場 とする

(d)自 チームのフリースロー とする

０
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13 自チームのゴールキーパー 1 番がシュー トを止め、ボールは転がつてアウターゴー

ルラインの外に出た。その直後に自動終了の合図があったが、レフェリーは競技が 5

分早 く終了 したことに気づいた。プレーヤーがコー ト上に残っている場合、どのよう

にして競技を再開するか。

(a)自 チームののゴール キーパースロー

(b)白 チームのフ リースロー

(c)笛の合図な しに

(d)笛の合図後に

14 白チームの 11番がシュー トし、黒チームのゴールキーパ∵ 1番がボールをキャッ

チ した。ちょうどそのときに自動終了合図があつたが、 レフェリーは後半がまだ 30

秒残っていることをタイムキーパーに指摘 した。すべてのプレーヤーはコー トに残つ

ている。 どのようにして競技を再開するか。

(a)黒チームのプ リースロー

(b)黒チームのゴールキーパースロー

(c)自 チームのフ リースロー

(d)笛の合図の後 に

(c)笛の合図な しに

15 競技の終了直前に、黒チームがフリースローにより直接 ゴールを狙つた。ボールがゴ

ールに入る寸前に自動終了合図があつた。

(a)競技の終了

(b)黒チームのフ リース ローを、笛の合図な しに再度実施

(c)黒チームのフ リースローを、笛の合図の後に再度実施

(d)黒チームの 7mス ロー

16 競技時間の終了後 に 7mス ローを行 うことになった。 レフェ リーは 7mス ローの直

接の結果 を待 つた。 どちらの レフェ リーが競技 を終了 させ るか。

(a)第 1レ フェリー

(b)ど ちらかのレフェリー

(c)コ ー トレフェリー

(d)ゴール レフェリー

17 7mス ローコンテス トを行 う場合、使用するゴールを決定するのは誰か。

(a)コ イン トスに勝つたチーム

(b)コ イン トスに負けたチーム

(c)レ フェリー

(d)第 1レ フェリー
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18 レフェ リーが得点を認 めた後、その得点を取 り消す ことができるのは どの時点 までか。

(a)ス ローオフの笛まで

(b)競技の終了合図まで

(c)タ イムキーパーが競技 を中断 した後の得点は、た とえスローオフの笛の後でも

取 り消 さなければな らない

(d)取 り消 しは不可能

19 延長戦を終えても同点の場合、7mス ローコンテス トに参加できないのは誰か。

(a)延長戦の終了直後にレフェリーを侮辱 したプレーヤー

(b)ゴールキーパー

(c)延長戦の終了時点で 2分間の退場時間が満了していないプレーヤー

(d)失格 となつたプレーヤー

(0)コ ー ト上で治療行為を受けた後、まだ自チームの攻撃回数が 3 回に達 してい

ないプレーヤー

20 自動終了合図の後にフリースロー (最後の一投)を行 うべき状況になつた。黒チーム

の 9 番は正 しい位置につき、自チームのゴールヘシュー トを打 とうとした。黒チー

ムの 9 番がボールを手から離 した瞬間に、タイムキーパーが笛を吹いた。 この笛に

よってゴールキーパーはプレーを止めたため、ボールはゴールの中に入つた。タイム

キーパニは 「今、コー ト内で防御を行っている自チームの 7 番は、フリースローの

実施直前に自チームの 6番 と交代 してコー トに入場 した」 と説明した
`

(a)白 チームの 7番を 2分間退場

(b)レ ッドカー ドを示 し、自チームの 7番を失格 とする

(c)黒チームの得点

(d)黒チームの 7mス ロー

(c)笛の合図の後に黒チームがフリースローを再度実施

21 前半の終了合図の笛が 1 分早かつた。笛が鳴 った とき、 どち らのチームもボール を

所持 していなかった。また、競技規員J違反 もなかつた (ボールはプ レーイ ングエ リア

の床 の上にあつた )。 両チームはまだコー ト内に残 つていた。

(a)そ の 1分は競技 しない

(b)そ の 1分は休憩時間の前 に競技す る

(c)そ の 1分は休憩時間の後、後半が始まる前に競技す る

(d)そ の 1分は後半の競技時間に付加す る

(e)そ の 1 分 を競技す るとき、 どち らのチームがボール を所持す るかは、コイ ン

トスで決定す る

(0競技 を再開す るときは、最後にボール を所持 していたチームがボール を所持す

る
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22 チ‐ムタイムアウ トについて正 しい記述はどれか。

(a)チーム責任者だけがチームタイムアウトを請求できる

(b)相 手チームがボールを所持 しているときにチームタイムアウ
'卜

の請求があつた

場合、タイムキーパーはチーム役員にグリーンカー ドを返 さなければならない

(c)1分間のチームタイムアウト時間は、タイムキーパーが笛を吹いたときから計

測し始める

(d)チームタイムアウトの違反は、競技時間申の違反と同等に判定する

(c)チームタイムアウトの終了後、常にチームタイムアウトを請求したチームのス

ローで競技を再開する

23 自チームがボァルを所持 しているときに、チ‐ムタイムアウトを請求 した。周囲の音

が大きかつたため、レフェリ‐はタイムキーパーの笛の合図に気が付かなかつた。 10

秒ほどして、黒チームがボールを所持 したときに、ようや くレフェリーが笛の合図に

気が付いた。

(a)チ‐ムタイムアウトを認める

(b)黒チームのフリースローで競技を再開する

(c)チームタイムアウ トは認められない

(d)自 チームのフリースローで競技を再開する

24 白チームの 4番 は、黒チームの 11番のシュー トをブロックした。ボールはゴール

エ リア上方の天丼に触れた。その直後、黒チームのチーム役員 Aは 、タイムキーパ

ーの前にグリーンカー ドを置いた。

(a)す ぐに黒チームのチームタイムアウ ト

(b)ボールは天丼に触れているので、黒チームのチームタイムアウ トは認められな

い

(c)競技を再開するとき、ボールの所持は白チームになるため、黒チームのチーム

タイムアウ トは認められない

(d)競技を再開tた後、黒チームのチームタイムアウ トを認める

25 第 2延長の後半 3分に、自チームの 7番は 2分間退場 となつた。その後、競技は

同点のまま終了し、規定により 7mス ローコンテス トを実施することになった。自

チームの役員は、自チームの 7番を 7mス ローコンテス トに指名 し、7番はシュー

トを決めた。

(a)自 チームの 7番の参加は認められる.。 得点は有効

(b)自 チームの 7番の参力日は認められない。得点は無効

(c)シ ュー トは外 したものとしてカウン トされる

(d)白 チームの 7番を失格 とする
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解答用紙 (MO 丁D)

氏 名 性 男 女 年 齢 歳

得点 45

級 級 所 属 都道府県協会

実施 日 年 月 日 審査会名

問題番号 解 答 点 問題番号 解  答 t

１
■ a

１
■ 14 b,d 2

2 a
１
上 15 C

１
■

3 a
１
■ 16 b

１
■

4 a,d 2 17 C
１
■

5 d,e 2 18 a,c 2

6 d,e 2 19 a,c,d 3

7 a,c 2 20 a,e 2

8 b,d 2 21 b,f 2

9 C
１
■ 22 b,d,e 3

10 a,e 2 23 a,d 2

11 b,d,e,f 4 24 a
１
■

12 a,d 2 25 a
１
■

13 a,d 2 21


