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2016/2017競技規則の改正



主な改正のポイント

第 ３ 条 競技者

第 ４ 条 競技者の用具

第 ５ 条 主審

第 ７ 条 試合時間

第 ８ 条 プレーの開始および再開

第１０条 試合結果の決定

第１１条 オフサイド

第１２条 ファウルと不正行為

第１４条 ペナルティーキック

第１６条 ゴールキック

新競技規則の施行時期
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第3条 競技者

3

●フィールド上の部外者

チーム役員、交代要員、交代して退いた競技者または退場を
命じられた競技者が、フィールドに入りプレーを妨害して、プ
レーが停止された場合

⇒直接フリーキックまたはペナルティーキックにより

プレーを再開する。

2016年7月7日2016/2017 競技規則の改正

従来は間接FKまたはドロップボールとなっていたが、ゴールライン後
方でウォーミングアップ中の交代選手、チーム役員がプレーや相手競
技者を妨害する問題が増えている事を受けての防止策である。直接
FKは大きな罰則であり、プレーの妨害、得点阻止に対する罰則として
妥当と判断している。

P03第3条.mp4
P03第3条.mp4
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第3条 競技者

チーム役員、
交代要員、

交代して退いた競技者、
退場を命じられた競技者
によるプレーの妨害

味方競技者、交代要員、
交代して退いた競技者、
チーム役員、審判、
に対しての反則

直接フリーキックまたはペナルティーキック

(但し、ボールがゴールに入りそうで、
守備側競技者のプレーが妨げられることなく、
ボールがゴールに入れば得点を認める）

直接フリーキックまたはペナルティーキック

審判員への異議、暴言は、間接フリーキック

2016年7月7日
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第4条 競技者の用具

5

アンダーショーツおよびタイツの色
・アンダーショーツおよびタイツは、ショーツの主たる色、またはショーツの裾の部

分と同じ色でなければならない。同一チームの競技者が着用する場合、同色の

ものとする。

テクニカルスタッフ間の無線
・競技者間、テクニカルスタッフ間、または競技者とテクニカルスタッフとの間のあら

ゆる形式の電子通信システムの使用は、認められない。

用具交換後の復帰について
用具を正す、または取り替えるためにフィールドを離れた競技者は：

・審判員に用具を点検されてから、復帰を認められる。

・主審の承認を受けて初めてフィールドに復帰できる（承認はプレーが進行中で

も行うことができる）。

2016/2017 競技規則の改正 2016年7月7日

負傷した選手がフィールドに復帰する場合、インプレー中でも復帰で
きるとする対応と異なっていた。用具の場合も同様の対応にする事が
フェアである。

4種の選手には関係ない

新年度の大会から採用

P05第4条.mp4
P05第4条.mp4
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アンダーショーツおよびタイツの色

同一チームの競技者が着用する場合、同色のものとする。

November 23nd, 2016プレゼンテーション名 6
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用具交換後の復帰について

復帰を承認する際の「プレーの状況」を把握しよう

November 23nd, 2016プレゼンテーション名 7
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第5条 主審

8

懲戒の権限
・主審は、試合前のフィールド点検のためにフィールドに入ったときから試合終了

後にフィールドを離れるまで、懲戒処置を行使する権限を持つ。

2016/2017 競技規則の改正 2016年7月7日

• 従来はフィールドに入ってから、フィールドを離れるまでが懲戒の権
限であったが、試合前のウォーミングアップの時、選手入場前の時
点で著しく不正な行為があった場合に不正行為を報告するだけで
はなくプレーさせない権利を主審に与える。

• 但し、著しく不正な行為に対してプレーできない事を命じる（退場
相当）はできるが、レッドカードを提示する事はできない。

• 警告に相当する行為があった場合、報告に留める事になる。同様
にカードの提示はできない。

• キックオフ前に「プレーできない事を命じられた」競技者の代わりに
補充する事はできるが、交代要員を新たに補充する事はできない。

4種の場合、審判員がフィールドチェック等す
る事がないが、知識として知っておく

P06第5条.mp4
P06第5条.mp4


| |

第5条 主審

9

警告で負傷した競技者の対応
・相手競技者が警告される、または退場を命じられるような身体的反則の結果とし
て競技者が負傷した場合、負傷の程度の判断と治療がすばやく完了できるので
あれば、フィールドを離れる必要はない。

2016/2017 競技規則の改正 2016年7月7日

• あくまでも相手競技者が懲戒罰の対象となるプレーによって負傷
した選手に限る対応である。

• また治療や負傷の程度の判断が素早くできる事が前提であり、そ
れができない場合にはフィールドの外に出る事になる。

• 従来通り、警告または退場にならないプレーで負傷した場合には
フィールドの外に出て治療する事になる。

• 相手選手が警告または退場に該当するプレーで負傷したにも関
わらず、フィールドの外に出なければならない事は、反則を犯した
チームが数的優位となり、利益を得る事は不公平である。

主審のアドバンテージのシグナルが両手でも
片手でも可能となった。是非・・・
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第7条 試合時間

12

●空費された時間

・競技会規定で認められる、飲水やその他医療上の理由による停止

⇒飲水タイムやクーリング・ブレイクについても、アディショナルタイムに入れる。

第8条 プレーの開始および再開

・キックオフのときボールをどちらの方向にけってもよい。

・主審は、ドロップボールの結果を指示してはならない。

・ボールはけられて明らかに動いたときにインプレーとなる。

（キックオフ、フリーキック、ペナルティーキック、ゴールキック、コーナーキック）

2016/2017 競技規則の改正 2016年7月7日

天候条件によって競技者が一定間隔で水分補給する事は医療上、重要
であるとの判断

主審には誰がドロップボールに参加するのか、どちらの方向にボールが
蹴られるのか決定する権利がない事を明文化した

「明らか」とは、主審の判断となるが、周囲から見ても明白に動いてい
る事が確認できる事を表している

P07第8条-2.mp4
P07第8条-2.mp4
P07第8条-1.mp4
P07第8条-1.mp4
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第11条 オフサイド
① オフサイドの反則後の再開場所

これまでの文章
味方競技者の１人が、オフサイドの
反則を犯した競技者に対して最後に

プレーしたときに、オフサイドの反則を
犯した競技者がいた場所から行われる

間接フリーキックを与える。

新しい文章

主審は、その競技者のハーフ内であっ
ても、反則の起きたところから行われる

間接フリーキックを与える。

再開場所

オフサイドの反則が成立したところ

例えば

• 戻りオフサイドでは自陣ハーフ
内からの再開もあり得る

• Wait & Seeをした場合、
オフサイドが成立したところで
再開

2016/2017 競技規則の改正 2016年7月7日

ゴールエリア内を除いて、競技規則の基本的な考え方としてFKは
必ず反則が起こった場所で与えられる…オフサイドにも適用した。

P08第11条①-2.mp4
P08第11条①-2.mp4
P08第11条①-1.mp4
P08第11条①-1.mp4
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主審・副審が協力して、積極的に再開場所を指示しよう

自陣ハーフ内への戻りオフサイド
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Wait & Seeをした場合、オンリー１の場合

副審がフラッグアップし、主審の笛が吹かれた場所
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第11条 オフサイド
② オフサイドの判定におけるフィールド外の競技者

フィールド外の
守備側競技者
攻撃側競技者

ゴールラインもしくは
タッチライン上に

いるものとみなされる

副審は自身の判断で次のポジションに移動する

2016/2017 競技規則の改正

・プレーが次に停止するまで （ボールアウトオブプレー）

・守備側チームがボールをハーフウエーラインに向かってプレーし、

ボールがゴールラインと平行なペナルティーエリアのラインとそれ
を延長した仮想のラインから出るまで

2016年7月7日

4種の場合には生じる事はないが知識として知っておく必要がある。例
えば、ハーフウェーライン方向ではなく、タッチライン方向にボールをプ
レーする事でペナルティーエリアを出たとしてもオフサイドラインは変わ
らない・・・ゴールライン上でプレーに関わっていると判断する。

P09第11条②.mp4
P09第11条②.mp4
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１

２

攻撃が続いている
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展開が変わりペナルティーエリア外にボールがクリアされた



| |November 23nd, 2016プレゼンテーション名 19

・

タッチラインを結ぶ
仮想のライン
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・

守備側チームがボールをハーフウエーラインに向かってプレーした
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副審の判断で次のポジションに移動する
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第12条 ファウルと不正行為

＜決定的な得点の機会の阻止＞

●ペナルティーエリア内での“三重罰”とは？

2016/2017 競技規則の改正 2016年7月7日

●改正で何が変わりましたか？
犯した反則により が変わった“懲戒罰”

P K 次の試合出場停止退場
改正前、ペナルティーエリア内で決定的な得点の阻止に該当する反則の
場合、直接FK（PK）によって得点が入る可能性は高い、反則を犯した選手
は退場、更に退場によって次の試合も出場できなくなる・・・三重罰

反則の内、ボールにプレーしようと試みる、またはボールをプレーしようと
して相手選手に挑んだがファウルになってしまった場合に限って、退場では
なく、警告とする
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第12条 ファウルと不正行為

①決定的な得点の機会の阻止

まずは、映像を見てみましょう。

2016/2017 競技規則の改正 2016年7月7日

決定的な得点の阻止として従来通り、退場が命じられるケースがある。
• 手または腕でボールをプレーする
• 手または腕で、押さえる、押す、引っ張る
• ボールをプレーしようと試みず、意図的につまずかせる事等を試みる
• ボールをプレーするチャンスや可能性がない状況で、反則を犯す
• 反則がフィールド上のどこであってもレッドカードで罰せられるものであ
る

ペナルティーエリア外で得点の機会を阻止する反則に対しては、退場が懲
戒の罰則となる

P10第12条①.mp4
P10第12条①.mp4
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第12条 ファウルと不正行為

決定的

得点機会
の阻止

ペナル
ティー
エリア内

ペナル
ティー
エリア外

• ハンドリング、ホール
ディング、プッシング

• ボールをプレーしな
い、ボールに挑む
可能性がない反則

• どこで起きても退場
の反則

• 上記の何れにも該当
しない反則

• 直接フリーキック
• 退場（レッドカード）

• ペナルティーキック
• 退場（レッドカード）
• 出場停止

• ペナルティーキック
• 警告（イエローカード）

①決定的な得点の機会の阻止

2016/2017 競技規則の改正 2016年7月7日
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第12条 ファウルと不正行為

26

② フィールド内でのファウル

⇒ボールがインプレー中、

競技者が

⇒味方競技者、交代要員、交代して退いた競技者、チーム役員、

審判員に対する反則の場合、

⇒直接フリーキックまたはペナルティーキックで再開する

相手競技者以外に対する反則の罰則は、行為の重大さを反映する

⇒再開場所：違反の起きた場所から行う

（攻撃側ゴールエリア内の間接フリーキックなどは除く Ｐ９１）

2016/2017 競技規則の改正 2016年7月7日

競技規則の改正箇所のみ

これまでの競技規則では、競技者が味方競技者、交代要員、チーム役員、
あるいは最も問題になるのは審判員に対する反則（例えば、打った、蹴った
等の著しく不正な行為）を犯したとして退場を命じられていたが、再開方
法は間接FKであった。このような対応は著しく不正な行為を犯したと扱
われていないように思われる事から改正によって重大な罰則を与える事に
なった。
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第12条 ファウルと不正行為

27

③ フィールド外でのファウル

⇒ボールがインプレー中、

競技者が

プレーの一環でフィールドを離れ、

フィールドの外での反則を犯した場合

反則が起きたところから最も近い境界線上からの

直接フリーキック（ペナルティーキック）で再開する

④ レッドカードとなる反則（2枚目のイエローカードを含む）が

起きた時に、アドバンテージを適用し（原則適用しない）、

反則を行った競技者がその後のプレーにかかわった場合

⇒プレーを停止し、レッドカードを示し退場させ、

間接フリーキックで再開する

2016/2017 競技規則の改正 2016年7月7日

P12第12条②.mp4
P12第12条②.mp4
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第14条 ペナルティーキック
①PK(ボールインプレー前）における違反

ゴールキーパーの違反について映像を
見てみましょう

2016/2017 競技規則の改正 2016年7月7日

P13第14条.mp4
P13第14条.mp4
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• 後方にキック

• 特定されたキッカー以外が
ける

• 一度助走を完了した後に
フェイント

上記３項目以外の違反

ボールが
ゴールに
入った

キックを
再び行う

ボールが
ゴールに
入らない

間接
フリーキック

キッカーを警告
（後方にキックを除く）

間接フリーキック

キックを行う
競技者もしくは

その味方競技者
の違反

ゴールキーパー
もしくはその
味方競技者の

違反

両チーム競技者
の違反

第14条 ペナルティーキック
①PK(ボールインプレー前）における違反 （1）

2016/2017 競技規則の改正 2016年7月7日

反スポーツ的行為としてキッカーを
警告とする

競技規則のペナルティーキックの進
め方で前方に蹴らなければならな
いとなっている

4種の場合でもペナル
ティーキックの進め方を正
しく理解する事が求められ
る・・・例えば、キッカーの特
定等
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得点
ボールが

ゴールに
入った

ボールが

ゴールに入
らない

ゴールキーパーが違反
（味方競技者が同時に
違反した場合も）

キックを再び
行う

ゴールキー
パーを警告

ゴールキーパーの
味方競技者の違反
（ゴールキーパーが
違反していない場合）

キックを再び
行う

キックを行う
競技者もしくは

その味方競技者
の違反

ゴールキーパー
もしくはその味方
競技者の違反

両チーム競技者
の違反

第14条 ペナルティーキック
①PK(ボールインプレー前）における違反（2）

2016/2017 競技規則の改正 2016年7月7日

ゴールキーパーが警告の対象となっ
たのは、ボールが蹴られる前に前
方に動く事がペナルティーキックの
結果に直接、影響するため
キッカーのフェイントに対する罰則
として警告とした事との整合性を
図るため
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キックを
行う
競技者

もしくはその
味方競技者

が

ゴール
キーパー
が違反

ゴール
キーパー
が違反し
ていない

キックを再び行う
ゴールキーパー

を警告

ボールが
ゴールに
入らない

キッカーを警告
（後方にキックを

除く）
間接フリーキック

キックを再び行う

ボールが
ゴールに
入った

キックを行う
競技者もしくは

その味方競技者
の違反

ゴールキーパー
もしくはその味方
競技者の違反

両チーム競技者
の違反

• 後方にキック
• 特定された

キッカー以外
がける

• 一旦助走を
完了した後に
フェイント

上記３項目以外
の違反

第14条 ペナルティーキック
①PK(ボールインプレー前）における違反（3）

2016/2017 競技規則の改正 2016年7月7日
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第10条 試合結果の決定

32

ペナルティーマークからのキック

●主審は、その他に考慮すべきこと（グラウンド状態、安全など）がない限り、
コインをトスしてキックを行うゴールを決定する。

●キックを行う前、または進行中に、一方のチームの競技者が相手チームより
多い場合、競技者のより多いチームは相手競技者数と等しくなるように競技
者数を減らす。

⇒ペナルティーキック方式を行っている途中で退場者が出た場合、相手
チームは人数を減らす。

●キッカーの不正なフェイントは認められない。試合中と同様に警告され、キッ
クは無効（無得点）となる。

2016/2017 競技規則の改正

●ゴールキーパーのキック前の侵入については認められない。ボールがゴー
ルに入らなかった場合、試合中と同様に警告され、キックはやり直しとなる。

2016年7月7日

コインでゴールを決定するのは、大きな大
会等では一方のゴール裏にはチームサポー
ター、他方には相手チームのサポーターが
いる場合、どちらのゴールを決めるかは簡
単ではない・・・コインが公正・公平
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第16条 ゴールキック

33

●ゴールキックが行われる時にペナルティーエリア内にいた相手
競技者が、ボールが他の競技者に触れる前にボールに触れる、
または、挑んだ場合、ゴールキックは再び行われる。

2016/2017 競技規則の改正 2016年7月7日

P18第16条.mp4
P18第16条.mp4
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2016明治安田生命J1リーグ 7月2日（土） セカンドステージ第1節

2016明治安田生命J2リーグ 7月3日（日） 第21節

2016明治安田生命J3リーグ 7月3日（日） 第15節

第18回日本フットボールリーグ（2016） 6月18日（土） セカンドステージ 第1節

2016プレナスなでしこリーグ1部 9月10日（土） 第12節

2016プレナスなでしこリーグ2部 9月10日（土） 第13節

2016プレナスチャレンジリーグ 8月27日（土） プレーオフ順位決定戦

JFAが主催する競技会 適用開始日

各種全国大会（決勝大会） 原則7月23日（土）

現競技規則（2015/2016年）・新競技規則（2016/2017年）のどちらを適用するかを

各競技会毎に確認し、競技会規程等に明記する。また、代表者会議や監督会議、
マッチコーディネーションミーティングの都度確認する。

地域・都道府県FAが主催する各種大会

遅くとも、2017年4月1日（土） ※大会主催者が適用開始日を決定する。
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全国審判委員長会議

他にも変更点が多数あります。
競技規則を熟読し、理解を深め
て大会の成功に努めましょう。
ありがとうございました。


