
Ｕ12 のミニバスオリジナルルール
および ミニバスでも有効な一般の競技規則

怪我をしたプレーヤーが速やかに( 約15 秒以内 )プレーを継続できない場合、 
プレーヤーは交代をしなければならない。 
また、ベンチから誰かがコート内に介助で入って来たら交代とする。   
ゲーム中に出血したり傷口の開いているプレーヤーは交代しなければならない。 
怪我をしたプレーヤーがタイムアウト中に回復した場合､プレーを続行することができる。 

2021年 ４月１日施行

簡単に取り急ぎの解説をしますが、競技規則書の原文もご確認ください。

なにかご不明な点があればお気軽に審判委員会までお問い合わせください。

U12 のミニバスケットボールのルールは 2021年度の一般のＪＢＡ競技規則書の中に
統合されて、まずは一般の競技規則を理解し、その一部をミニバス用に変更しながら
表記されています。とてもわかりやすく理解しやすくなりました。

また、今までのミニバスの理念から来ていたルールの一部も廃止されミニバスケットボール
にも新たな拠り所となる競技規則書の最新版が登場したということになります。

プレーヤーが負傷した場合
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・２点や１点の得点を認める審判の合図をしなくてもよくなりました。

ゲーム中にフィールドゴールが決まりそれが明らかに２点！　誰が見ても一目瞭然２点！
というケースでトレイル審判が得点を認める合図をしてもいいし、別にしなくてもいい
ということになりました。（ チョキ合図で TOに向かって手首カックンっていう合図ですね ）

・ノーバスケットのときのスローインの位置の運用が変更されました。

競技規則に、ボールがバスケットに入っても得点が認められない場合、
ゲームはフリースローラインの延長線上のアウトオブバウンズからスローインで再開される。
とありますから、今までそうして来ました。

今回の運用の変更では、あまりにも明らかに笛を吹いたタイミングとは離れたプレイでボール
がリングに入ったり、一目瞭然で誰が見てもスコアは認められない、ノーバスケットだよなぁ
というケースでは、そのファウルやバイオレーションが起きた一番近いアウトオブバウンズの
位置からスローインでゲームを再開しましょう！ということに変更されました。
もちろんバックボードの裏側の位置は外すというルールは有効です。

同様にフリースローでのゴールの１点もしなくてもよい。ということになりました。
当然ですが、３ポイントの場合の合図はトレイル審判が必ずします。
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・アンスポを取り上げる定義が一部変更されました。

【 アンスポーツマンライクファウル の Ｃ（４）のケースについて。】
アンスポーツマンライクファウルを判断する条件は全部で５種類のケースがあります。
今回、その４番目のケースが変更されました。

パスミス・パスカット等があり、逆ワンマン速攻が出始めるとき、ボールのコントロールが
変わっていない場合であっても、相手チームのバスケットに向かって進行しているプレーヤー
がその後、明らかにそのボールをコントロールすることができる状況で、審判によって条件を
満たしていると判断された場合、ＵＦとする。ということになりました。 

このルールはショットの動作が始まるまでのルールで、ショットの動作に入ってから
ファウルをされた場合はノーマルファウルという考え方になります。
もしそれが悪質なファウルであれば、別の種類でのアンスポになることもあります。

【 ストップまたはストップからのピボットでシュートに行った場合 】
例えば、ポストプレイでボールをドリブルしながら背中で押し込んで行き、ショットの
ために片手あるいは両手でボールを持って ･･･ドリブルを止めてまずはモーションを
ストップ。  そこからターンをしたり、ステップを踏んだりしているときにファウルを
されても、その時点では 「 シュートの動作の前 」という判断になります。

シュートの動作は、そこからプレイヤーが『 アップ モーション ： Up Motion ： 上への動作 』
を始めたと審判が判断したときからシューターの動作が始まります。

・ボールを持っているオフェンスのシリンダーの考え方が新たに定義されました。

具体的には

ディフェンスの足元を観察することが判定のコツのようです。

マッチアップしているオフェンスとディフェンスの体幹のシリンダー ( 筒 ) が定義され
オフェンスが自身のシリンダーの中でノーマル・バスケットボール・プレーを行おうと
しているとき、ディフェンスはボールを持っているオフェンスのシリンダー内に入って、
イリーガルなコンタクトを起こすことはできない。

・ショットの動作中の定義が２種類に分かれました。

【 一連の動きの中でシュートに行った場合 】
これは今までのルール通りで、ドリブルからのレイアップシュートへ行くプレイヤーに
対するファウルなどのケースです。

プレーヤーがボールを片手または両手で持ち、ショットをしようとひと続きの動作を
開始したと審判が判断したときからシューターの動作が始まります。

ボールを持ったオフェンスは自身のシリンダーの中でノーマル・バスケットボール・
プレーを行うための十分な空間を与えられなければならない。
ノーマル・バスケットボール・プレーには、ドリブルの始まり、ピボット、ショット
とパスを含む。
オフェンスのシリンダーをディフェンスが無理に侵害するとは、リーガルなオフェンス
のシリンダーに対し、ディフェンスが距離をつめ、その上半身や腕をオフェンスのシリ
ンダーに入れたり、オフェンスの軸足をディフェンスがまたぐことで胴体や下半身で
オフェンスとコンタクトを起こすことを含む。　･････　といったルールでの文言です。
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・コーチと A .コーチは､一度にどちらか一方であればゲーム中に立ち続けることを認める。 

・ダブルファウルについての定義が変更されました。

両方のファウルがパーソナルファウル（同士）、アンスポーツマンライクファウル（同士）、
ディスクォリファイングファウル 同士、もしくは  アンスポーツマンライクファウル と 
ディスクォリファイングファウル であること。　･････　という文言に変わりました。
ファウルのランクが同じカテゴリーであればダブルファウルが成立するということです。

昨年まで吹けなかった、片方のチームにフリースローがあるなどで罰則が等しくなくても
ダブルファウルは吹くことが出来るということになりました。

ということは ･･･ ２人の審判が同じ触れ合いに関してそれぞれブロッキングとチャージングを
同時に宣してシグナルをしてしまった場合『 ダブルファウル 』 としましょう！ということに
なりました。（ 昨年までは審判が話し合ってどちらか１個のファウルにしていました ）

・プレーヤーが「はちまき」をすることはダメ！

・残り２分を切って､審判がイリーガルバウンダリラインクロッシングの合図を忘れたら
ディフェンスが違反をしても警告をするに留まる。忘れないように！
ミニバスではフィールドゴール後に時計は止まりませんが合図はします。

・フリースローの１投目が始まったら最後のフリースローが決まってボールデッドになるまで
交代やタイムアウトは出来ない。もしフリースローの間でテクニカルファウルが宣せられたら、
挟み込みで１本 FT を行う。リバウンドの位置には誰も着かない。
この場合もタイムアウトや交代は認めない。が、テクニカルでの FT シューターが交代で入って
きた場合は相手チームも必要に応じて１人交代できる。
ほとんど同時に起きたカテゴリーの異なるファウルの組み合わせの場合
（パーソナルファウルとアンスポーツマンライクファウルなど）パーソナルファウルが先に起きた
ことになりその順番で処置する。

・チャージングされたディフェンスがファウルの笛の後、演技をして倒れ不当な接触だと誇張し
アピールした場合、フェアプレイではないので警告を与える。オフェンスファウルは有効である。

・ショットが打たれボールが空中にあるとき、例えばショットクロック残り 17秒でディフェンス
がオフェンスにファウルをした場合、フロントコートからのスローインではショットクロックは
17秒からの継続再開になる。13秒以下の場合は 14秒リセットとなる。（ ミニバスは 24秒 ）

・ヘッドコーチがコートに入り積極的に暴力行為に関わった場合ディスクォリファイングファウル
が宣せられスコアシートに「D2」と記入される。

・その他の変更事項いろいろ　　　簡単に解説しています。必ず本文の確認をして下さい。

2021年 ４月１日施行＜　　＞3 / 9NBJ Referee’s  Works



 
大会主催者は､次の 2本のラインでチームベンチエリアを区画する。 
・サイドラインと直角に､センターラインから 3m 離れた位置に引いたライン 
・エンドラインを延長したライン 

・チームベンチエリア

身につけるものは､シャツと同じ主となる色か黒色か白色のもので、
同じチームのプレーヤーは同じ色を着用しなければならない。 

・身につけるもの､身につけてはいけないもの 

第4クォーターと各オーバータイムでは , ボールがデッドでゲームクロックが止まったとき
に交代を認める。交代席は設けなくてもよい。交代席がない場合､交代するプレーヤーは 
スコアラーズテーブルの横に腰を下ろして待つ。  

各クォーターおよびＯＴに 1回ずつ､45 秒間 （35 秒で再開の準備）のタイムアウトを
とることができる。
「タイムアウトが認められる時機は､次のときに始まる。」
・ボールがデッドでゲームクロックが止められたとき ( 両チームとも可） 
・最後のフリースローが成功してボールがデッドになったとき ( 両チームとも可）
・相手チームがフィールドゴールで得点したとき ( 得点されたチームのみ可 ) 
「タイムアウトを認められる時機は､次のときに終わる。」 
・スローインするプレーヤーがボールを持った､または与えられたとき。
・フリースローの場合はボールがフリースローシューターに与えられたとき。  

交代を請求できるのは、交代要員自身のみである。ヘッドコーチやファーストアシスタント
コーチではなく、交代要員はスコアラーズテーブルへ行き、定められたシグナルを手で示す。

交代の申し出は、タイマーが審判に知らせるためにブザーを鳴らす前であれば取り消すこと
ができる。

・出場と交代

・タイムアウト

テクニカルファウルの罰則は 1本のフリースローのみとする。（ 挟み込み ）
ボールをコントロールしていたチームのテクニカルファウルの場合､再開時のショット
クロックは継続する。 ボールをコントロールしていないチームのテクニカルファウルの
場合､再開時のショットクロックは 24秒にリセットする。 （ボールステータスの確認）

マンツーマンペナルティはＴＯに向けて片手をあげて笛を吹き「マンツーマンペナルティ」
と宣言する（テクニカルファウルの合図はしない） 

・テクニカルファウル
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フロントコートという概念がないミニバスでのオリジナルルールです（ 一般とは異なります ）

（ 競技規則の抜粋 ）
・ボールがリングに触れる前にボールをコントロールしていたチームの相手チームが
ボールをコントロールした場合は２４秒。（ディフェンスリバウンド）

（ 競技規則の抜粋 ）

・ボールがリングに触れる前にボールをコントロールしていたチームと同じチームが
ボールをコントロールした場合は１４秒。（オフェンスリバウンド）
ただし、どちらのチームもボールをコントロールしない状態でファウルが宣せられ､
それまでボールをコントロールしていたチームにスローインが与えられる場合は除く。 

ゆえに、ミニバスでの 14秒リセットの５種類

１） ショットされたボールがリングに当たり､その跳ね返ったボールを
　　　それまでのオフェンスがコントロールしたとき。
２） 最後のフリースローでボールがリングに当たり､その
　　　跳ね返ったボールをそれまでのオフェンスがコントロールしたとき。
３） ボールがリングに当たり､その跳ね返ったボールに
　　　ディフェンスが最後に触ってアウトオブバウンズになったとき。
４） シュートのボールがリングに挟まって あるいは 乗って、
　　　矢印がそれまでのオフェンスボールだったとき。
５） ボールがリングに当たり、どちらのチームもボールをコントロールすることが
　　　無い状態でヘルドボールになり、矢印がオフェンスボールだったとき。

・ショットクロック　　24秒／ 14 秒リセット　　ミニバスオリジナル

・オフェンスファウルでのチームファウルのフリースロー

12-５-２　ジャンプボールのあと、コート上でライブのボールのコントロールを
得られなかったチームが、最初のオルタネイティングポゼッションの権利を得る。

例えば、ゲーム開始のジャンプボールでバイオレーションがあって白チームの
スローインになったとき、スローインがなされてコート内でどちらのチームが
最初にボールをコントロールするのかが重要なルールになりました。
白がスローインをして青チームが直接ボールをカットしてコート上で最初のコント
ロールをしたとき、そこで初めてアローは白チームの攻撃方向に向きます。

（ 競技規則の抜粋 ）
41-２-２　ライブのボールをチームコントロールしている､あるいはボールを与えられること
になっていたチームのプレーヤーがパーソナルファウルをしたときは、チームファウルの
罰則は適用されず、相手チームのスローインになる。

今までのミニバスでの、チャージングのときでもチームファウルが５個以上であれば
ディフェンスチームにフリースローがもらえるというルールが廃止されました。

・ゲーム開始後のオルタネートポジション：アローの向き
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ダブルファウルやファウルがあってゲームクロックが止められていている間に別のファウル
が起こった場合、両チームに記録された全ての等しい罰則やダブルファウルの罰則は起きた
順に従って相殺される。
一度スコアシートに記入され相殺したり取り消したりした罰則は適用されない

・特別な処置をする場合　　一般のルールと同じに統合されました

【 与えてはいけないフリースローを与えていた場合 】

● 誤って行われたフリースローは取り消され、ゲームは次のように再開される。

【 与えるべきフリースローを与えなかった場合 】

誤りに気がついてゲームが止められるまでの間に、
ボールのチームコントロールが一度も変わっていなかった場合は、
訂正のフリースローを行い、ゲームは通常の最後のフリースローのあとと同じように再開される

誤ってスローインのボールを与えられたチームと同じチームが得点した場合は、
その誤りはなかったものとする。

【 違うプレーヤーにフリースローを与えていた場合 】

行われたフリースローとともに、もし罰則の一部としてボールのポゼッションがあれば
そのポゼッションも取り消される。
その他の罰則が行われる場合、もしくはゲームが再開されてこの誤りの訂正のために
止められた場合を除いて、フリースローラインの延長線上から相手チームにスローイン
が与えられる。
ゲームが再開されてこの誤りの訂正のために止められた場合は、誤りを訂正するために
ゲームが止められた場所から再開する。

「ゲームクロックが動き始める前に誤りに気がついた場合」

「ゲームクロックが動き始めてから誤りに気がついた場合」

ボールはフリースローを取り消されたチームに与えられ、フリースローラインの延長線上
からのスローインになる。

誤りに気がついたときにボールをコントロールしているかボールを与えられることになって
いるチームが、誤りが起きたときにボールをコントロールしていたチームと同じであった場合。
あるいは、誤りに気がついたときに、どちらのチームもボールをコントロールしていなかった
場合、ボールは誤りが起きたときにボールを与えられることになっていたチームに与えられる。

「ゲームクロックが動き始めた後に誤りに気がついてゲームが止められたとき、」

誤ってフリースローが与えられたチームの相手チームがボールをコントロールしていたかスロー
インのボールが与えられることになっていた場合は、ジャンプボールシチュエーションになる。

ゲームが止められたときにどちらかのチームに新たに別のファウルの罰則によるフリースロー
が与えられることになっていた場合は、そのフリースローを行ったあと、誤ったフリースロー
をしたチームにボールが与えられ、スローインでゲームを再開する。

・訂正のできる誤り　　　一般のルールと同じに統合されました
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登録競技者が８人以上 10人未満のチームは、
・第３クォーターまでに全てのプレーヤーが少なくとも
１クォーターはゲームに出場しなければならない。

・プレーヤーは第３クォーターまでに続けて３クォーター出場してはならない。
この条件を満たすために、コート上のプレーヤーを４人以下としてゲームをすることは認めない。

・やむをえずクォーターの途中で交代があった場合、それまで出場していたプレーヤーも
交代して出場したプレーヤーもその１クォーターを出場したものとみなされる。

第 20 条 ゲームの没収
のべ 10人の出場規定の条件をゲーム前、ゲームの途中で条件が満たせなくなった場合は、
ゲーム不成立となり没収とするゲーム不成立となった場合は没収とし、結果は２０－０となり、
それまで起こった記録は全て無効とする。

第 21 条 ゲームの途中終了
ゲーム中、コート上でプレーをすることができるプレーヤーが１人になったチームは、
ゲームの途中終了により負けになる。相手チームがリードしていた場合は得点はそのまま有効で、
リードされていたチームが勝った場合は、最終スコアは２－０となる。

ゆえに、第３クォーターを開始する時点で５人そろって出場し、第１・第２・第３クォーターと
続けて出場したプレイヤーがいなければゲームは成立し 、その後第４クォーターは退場などで
オンザコートのプレイヤーが４人になっても残りが１人になるまでゲームは継続できる！

JBA 競技規則第 37条を適用し､5 種類のクライテリアでの根拠を必ず確認すること。
戸惑った場合は根拠をクルーで話し合い､アップグレード・ダウングレードが出来る。
UF・DQ のフリースローは 2本､その後のスローインは､センターラインの延長から行い､
ショットクロックは 24秒にリセットする。  （ 一般ではスローインラインから ）

・８人構成のチームでの第３クォーターまでに のべ１０人を出場させる規定

・第４クォーター、延長で残り時間が２分を切ったときのスローインで

ミニバスのオリジナルルールでは２分を切ってもタイマーが止まることはない。
第４クォーター、各オーバータイムでゲームクロックが２：００あるいはそれ以下を表示
しているときに、スローインが行われる場合、審判はスローインのボールを与えるときに
イリーガルバウンダリラインクロッシングシグナル（プリベンティブシグナル）を使用して
警告を与える。（フィールドゴールの後も）

・アンスポーツマンライクファウル について

ディフェンスのプレーヤーが：
・スローインを妨げるために境界線を越えて体の一部を出した場合。
・障害物からラインまでの距離が２ｍ未満のとき、スローインをするプレーヤーから１ｍ
以内に近づいた場合。
これらはバイオレーションであり、テクニカルファウルとする。

残り２分を切って､審判がイリーガルバウンダリラインクロッシングの合図を忘れたら
ディフェンスが違反をしても警告をするに留まる。ゆえに忘れないように！
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ゲーム中、ヘッドコーチあるいはファーストアシスタントコーチは、ボールがデッドになり
ゲームクロックが止められているときのみ、スコアラーズテーブルに行きスタッツの情報を
得ることができる。
【補足】スタッツの情報とは、得点、競技時間、スコアボードの表示、残っているタイム
アウトの数、ファウルの数等を指す。

と決まりましたので、スコアラーズテーブルに問い合わせに来るのは、選手やマネージャー
ではなくヘッドコーチあるいはファーストアシスタントコーチが来ることになりました。

・スコアラーズテーブルへの問い合わせについて

いままでのミニバスのオリジナルルールが廃止され無くなり一般と同じ感覚になりました。

・１チームの各クォーター４個目のプレーヤー・ファウルが宣せられたときに
スコアラーが合図をして審判に知らせる ･･･ 「チームファウル４回目です」（廃止）
審判同士の取り決めとして、２モア、ネクストボーナスが導入されています。

・わざと相手にボールを投げつけたりしてアウトにしたときは、
審判は相手チームにボールを与える。（廃止）

・スローインの規定が守られなかったとき、審判は注意を与えてスローインの
やり直しをさせることもできる。（廃止）

・チームファウルの罰則（フリースロ）はオフェンスファウルにもディフェンス
ファウルにも適用される。（廃止）

・３秒ルールの規則はできるだけ寛大に適用されることが望ましい。（廃止）
・審判はプレーヤーに対して、テクニカルファウルを安易に宣してはならない。
ミニバスケットボール競技の性質上テクニカルファウルをとりあげる前に警告
という手段を用いて再発を防止することが望ましい。（廃止）

・今回、廃止された昔のミニバスの規定

・ボールの規格　：　空気圧、跳ね具合の確認

（ 競技規則の抜粋 ）
ボールは 5号または軽量 5号サイズのボールですがボールの最下部までが
およそ 1,800mm の高さからフロアに落下させたとき、ボールの最下部が
960mmから 1,160mm の高さまではずむ程度に空気を入れる。
（ ちなみに５号ボールの直径は 220ｍｍです ）

・ドリブルについて

バックボードを狙ってボールを投げることはドリブルではない。 

・トラベリングについて　　　フロアに倒れること、横たわること、座ること

・その後にディフェンスを避けるためにボールを持ったまま転がるか、
立ち上がることはバイオレーションである。

・ボールを持ったままフロアに倒れたり滑ったり、あるいはフロアに横たわったり
座ったりしている状態で、ボールをコントロールすることは認められている。
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・リングの高さは２６０cm　ボールは５号を使用しています。

・ミニバスオリジナルのスコアシートを使用（コーチはサインをしません）

・選手にキャプテンの概念は競技規則上はありません。

・各クォーターは６分間、インターバルは１分間、ハーフタイムは５分間
オーバータイムでは２分間のインターバルを設け１回３分間を決着が着くまで。

・ゲーム開始３分前と１分前に笛を吹いて知らせます。

・第３クォーターまでに のべ１０人のプレイヤーが出場しなければなりません。
（ ただし、第１・２・３と続けて３クォーターの出場できません。）

・コートに スリーポイントライン と スローインライン、ノーチャージセミサークル
はありません。（ UF 等に続くスローインはオポジットのセンターラインの延長から ）

・３ポイントルールはありません。
　（ ただし、有志で行う私的大会では採用してもよいことになっています ）

・８秒ルールはありません。　（ フロントコート、バックコートの概念がありません）

・４５秒間のタイムアウトが各クォーターに１回。各オーバータイムに１回取れます。

・第４クォーターや各オーバータイムでの残り２分を切っても時計は止まりません。

・第４クォーターや残り２分を切ってタイムアウトをとってもスローイン位置は選べません。

・各インターバルとハーフタイム、第４クォーター､オーバータイムのみ選手の交代が出来ます。

・ノーチャージセミサークルの規定はありません。

・フリースローの時のシューターとリバウンダー以外の双方４人の選手の待機位置が
ミニバスオリジナルです。（ フリースローラインの延長線から１８０cm 以上後方 ）

・マンツーマンが推奨されゾーンディフェンスが禁止されています。
イリーガルディフェンスは審判ではなく MC：マンツーマンコミッショナーが判断します。

・ボールをバックコートへ返すバイオレーションはありません。（ 通称：バックパスルール ）

・２４秒／１４秒ルール　：　ミニバスオリジナルルールになっています。

・ミニバスケットボール のオリジナルなルール（ 一般との違いを簡単に抜粋 ）
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