
ミニ国体 成年の部 審判員派遣レポート 

 

 ８月 14～16 日，岡山市にて開催されたミニ国体成年の部に，中国地域強化カテゴリー審

判員５人を主審担当として派遣しました。 

 派遣審判員 

  土岩 健（岡山県：プール候補審判員） 

  加藤元紫（広島県：プール候補審判員） 

  石川貴仁（山口県：プール候補審判員） 

  大戸 魁（岡山県：強化カテゴリー審判員） 

  田口 新（岡山県：強化カテゴリー審判員） 

 派遣審判インストラクター 

  池田直寛（岡山県審判委員長：S 級インストラクター） 

  青木 隆（岡山県：１級インストラクター） 

  原田昌彦（岡山県：１級インストラクター） 

 この大会は，例年通り強化カテゴリー審判員のうち，プール候補審判員の評価と研修を

兼ねて実施しています。 

 国体出場に向けて，ノックアウト方式のトーナメント戦による白熱した試合が展開され，

審判員の評価と強化研修に相応しい大会となりました。 

 派遣審判員のレポートを紹介します。 



Regional qualifier of the national sports festival

August,2021

Referee reports

CGFA  Ken Tsuchiiwa



About the games
大会名
第76回 国民体育大会 中国ブロック大会 サッカー競技(成年男子)

主旨
国民体育大会は、広く国民の間にスポーツを普及し、スポーツ精神を高揚して国民の健康増進と体力の向上
を図り、併せて地方スポーツの振興と地方文化の発展に寄与するとともに、国民生活を明るく豊かにしよう
とするものです。

期日/会場
2021年8月14日-8月16日 シティライトスタジアム・補助陸上競技場

出場チーム
中国地域5県の代表
※三重とこわか国体への出場権は1県

詳細:https://tokowaka.pref.mie.lg.jp/kokutai



Tournament
:担当試合

:観戦試合



Schedule

大会2日目は豪雨の影響で、キックオフ時間が10:00から15:00へ変更になりました。

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

試合観戦 振り返り会場
到着 勉強会Day1

Day2

Day3

担当試合
（主審） 振り返り・勉強会会場

到着

会場
到着

担当試合
（副審） 振り返り



Result
【対戦】 鳥取県 vs. 山口県 【結果】 1:1 (前半0:0/後半1:1/延前0:0/延後0:0/KFPM8:7)

【審判チーム】 主審:大戸魁、副審1:沖俊典、副審2:小滝良平、4th:田口新

【インストラクター】青木隆、池田直寛

大会の開幕戦となる本試合は、全員が20歳代の審判チーム
で担当されました。主審の大戸氏は現役大学生にも関わらず、
終始落ち着いたメンタリティで試合をリードされておりまし
た。私は審判インストラクーや観客になったつもりで、試合
を観戦し、自分に活かせる学びの材料を探しました。スタジ
アムの高い席から、自分が担当するカテゴリーの試合を観る
機会は意外と少なく、主審の動きや試合の全体像（雰囲気含
め）を感じることができ、とても有意義な試合になりました。



Result
【対戦】 島根県 vs. 広島県 【結果】 1:0（前半0:0/後半1:0)

【審判チーム】 主審:土岩健、副審1:大戸魁、副審2:田口新、4th:小滝良平

【インストラクター】青木隆、東泰雄

急遽、キックオフ時間の変更がありましたが、選手が最大の
パフォーマンスを発揮できるよう、前日の試合を観て感じた
ことや直近の課題として取り組んでいることをフィールド上
で表現できればと思い、試合に臨みました。試合後、インス
トラクターからは振り返り（映像分析）やアセスメントシー
トを通して、フィードバックして頂きました。その中には、
自己分析できていたこともあれば、伝えてもらい気づいたこ
とも多々ありました。学びの多い、70分間でした。



Result
【対戦】 岡山県 vs. 島根県 【結果】 0:2（前半0:1/後半0:1)

【審判チーム】 主審:石川貴仁、副審1:土岩健、副審2:加藤元紫、4th:篠原隆二

【インストラクター】原田昌彦

緊張感のある代表決定戦であった為、主審が平常心でレフェ
リングできるよう、最大限サポートしようという思いで試合
に臨みました。副審1の必要なサポートとして、難しい局面
はなく、試合全体を余裕を持って見ることができました。主
審の石川氏は「ダイナミックな動き」と「丁寧なレフェリン
グ」で、選手が思い切ってプレーできる環境をリードして創
られていたと思います。中国地域トップレベルの試合を通し
て、副審の勉強、主審の勉強、サッカーの勉強ができました。



Summary
昨年、開催できなかった大会を開催できたことに喜びを感じると共に、大会開催に向けて、ご尽力いただい
た大会関係者の方々に感謝の気持ちでいっぱいです。この3日間の試合・研修を通じて、私たち、審判員も

選手と同様に貴重な経験ができたと思います。少数の
審判員で大会初日から最終日まで、大会をサポートで
きたことも充実感があり、貴重な経験になりました。
また、映像を撮影して頂いたことで、PDCAサイクル
を短期間で回すことができ、簡単に改善できることや
これからの課題として意識すべきことを整理すること
ができました。このような経験をさせて頂いたことを
これからの審判活動に活かせるよう、高い志を持って、
勉強を重ねていきたいと思います。



派遣レポート 

 

～第 76回国民体育大会 中国ブロック大会～ 

＠岡山県 シティライトスタジアム 

 

2021 年 8 月 14 日～16 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島県 2 級審判員 

加藤 元紫 



はじめに 

この度、ミニ国体中国ブロック成年へ派遣して頂き、ありがとうございました。 

今回の派遣レポートでは、自らが担当した 2 試合の振り返り、得た学びを記載することで派遣レポートに 

代えさせていただきたいと考えています。 

  

大会 2 日目 8/15  準決勝 

岡山県（2-0）鳥取県 

審判団：Referee        加藤 元紫（広島）  INS:池田直寛・原田昌彦 氏 

        Assistant Referee 石川 貴仁（山口） 

                    沖  俊典（岡山） 

      4th official         山本 雄大（岡山） 

 

～振り返り～ 

『うまくできたこと』 

・判定の整合性がとれていた 

 ⇒難しいシーン、キーインシイデントは特にありませんでしたが判定は概ね妥当であったと思います 

・マネジメント 

 ⇒試合を通して注意を行うべき場面で毅然と注意を行えたことでその後の試合が円滑に進んだ 

 

『反省点』 池田 INS より 

・DF のホールディングの際 ADV をなぜかけることができなかったのか考えてもらいたい 

・全体的な動き（チャレンジ）が物足りない。⇒バイタルエリアへのスプリントなど 

・主審の威厳 

 ⇒後半開始時間を遵守させる為に主審が走り回るのは周囲からどう見えるか？違うやり方はなかったか 

   考えてもらいたい 

 

『学び』 

多くのことを学べた試合となりました。判定基準については強化部が行っている映像勉強会の成果がで

ており概ね受け入れられる判定を下すことができました。ただしバイタルエリアでの接触の際、 

争点からの距離が遠く説得力にかけるといったことがありました。より良いポジションを追求するとともに 

今後もフィジカル向上（スプリント能力）にもしっかり努めていきたいと思います。 



大会 3 日目 8/16 決勝 

岡山県（0-2）島根県 

 

審判団：Referee         石川 貴仁（山口） INS：原田昌彦 氏 

        Assistant Referee  土岩 健  （岡山） 

                      加藤 元紫（広島） 

      4th official          篠原 隆二（岡山） 

 

『副審へのフィードバック』 

・きちんとサイドステップを多用し、オフサイドの判断をしていて良かった 

・ファウルサポートは、もっと主審の反応を見て！ 

 主審が良い位置、角度にいるのに反則が明らかに見えたからと旗をあげるのは違う 

 

 

 

まとめ 

この度は、ミニ国体中国ブロック成年へ派遣していただきありがとうございました。 

プール候補審判員としてしっかり準備をして臨んだこともあり、大きな問題なく終えることができました。 

コロナ禍ではありますが、３密を避けながら参加したインストラクターの方々や審判員から学びや刺激を 

得ることができました。 

私は来月三重県で行われる本国体にも派遣されることが決まっています。 

今回のミニ国体で出た課題を地域で行われる試合やトレーニングでしっかり改善を行い 

本国体でも選手の為に、大会成功の為に、全力を尽くしたいと考えております。 

拙い文章ではありますが、まとめに代えさせていただきますありがとうございました。 



第 76回国民体育大会 中国ブロック大会 参加レポート 

                           山口県 2級審判員 石川貴仁 

 はじめに 

この度、国民体育大会中国ブロック大会へ推薦頂き、ありがとうございました。 

担当しました試合の気付いたこと、学んだこと、反省点を改めてまとめ、今後へ生かせるよ

う記載し、参加レポートに代えさせて頂きます。 

 

 大会概要 

大会期間：2021年 8月 14日(土)～16日(月) 

開催権：岡山県（シティライトスタジアム、補助陸上競技場） 

 

 担当試合 

① 8月 15日(日) 岡山県 VS.鳥取県（副審 1） 

② 8月 16日(月) 岡山県 VS.島根県（主審） 

 

 担当試合の振り返り 

① の試合について 

岡山県 2VS.0鳥取県 （前半 1：0、後半 1：0） 

主審：加藤元紫、 副審 1：石川貴仁、 副審 2：沖俊典、 4ｔｈ：山本雄大 

 

副審 1 を担当しました。副審の任務はもちろんですが、選手はどれくらいの基準を試合に

求めているのか、主審の判定基準をブレさせることが無いように心がけました。また、翌

日も試合を担当するため、連日試合を行ってきた選手とのブレ幅が無いようにすることを

意識して臨みました。 

・スローインの差し違いのシーン 

→自分に自信があるときほど、慎重に。主審とタイミングを合わせる。 

→一つの差し違いが試合の雰囲気を変えかねないことを忘れないようにする。 

結果的には、正しい判定にすることが出来ましたが、今後の課題として取り組みます。 

 

 

 



② の試合について 

岡山県 0VS.2島根県 （前半 0：1、後半 0：1） 

主審：石川貴仁、 副審 1：土岩健、 副審 2：加藤元紫、 4ｔｈ：篠原隆二 

 

主審を担当しました。ポジショニングとマネジメントを意識して取り組みました。何の事象

をどこで見たくて、そこのポジショニングを取るのか。選手は何を思って、何を感じて、そ

の事象を起こしたのか、起きたのか。反省会では、以前見られなかった動きが何点か見る

ことが出来たと良い点もありましたが、全体的に争点と遠いとの指摘も頂きました。また、

自分の体格を生かした動き（シグナルや姿勢）をもっと意識して取り組まないといけない

と新しい課題も見つけることが出来ました。今後の担当する試合も意識してチャレンジし

ていきたいと思います。 

 

 

 感想・まとめ 

久しぶりに中国地域の強化審判員と顔を合わせて、試合に取り組むことができ、改めて自

分に足りないものを再認識することが出来ました。また、日々のモチベーションの向上に

も繋がりました。今回感じた課題を日々のレフリングの中で少しずつでも改善できるよう

チャレンジして参りたいと思います。 

最後になりましたが、このコロナ禍の中、大会運営を行って頂いた大会関係者の皆様、岡

山 FAの方々に感謝申し上げます。 

 

 



 

 

 

～第７６回国民体育大会中国ブロック大会～ 

 

2021 年８月１４日～１６日 

＠シティライトスタジアム 

補助陸上競技場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山県 2 級審判員 

大戸 魁 



1,スケジュール 

 日 内容 

試合日 2021/8/14 鳥取県 VS 山口県    Referee 

インストラクター 青木 隆氏 

感想 

開幕戦を担当させていただき、自分のいつもの

レフェリングが出来たと思います。クラブユー

スで出た課題に取り組みつつも中盤での動き出

しなど継続して課題に取り組みました。選手た

ちがタフにやっており、自分もその基準に合わ

せていた中で所々基準が緩んでしまったのはも

ったいなかったと思います。 

研修 2021/8/14 試合の映像分析 

・ノーファウル判定の後の「立って」のジェスチ

ャーの有無 

・AR1 からのサポートで警告 

 ↳最終決定は主審 

・ハーフウェーラインからのセットプレーのポジ

ショニング 

試合日 2021/8/15 広島県 VS 島根県    AssistantReferee 

インストラクター 青木 隆 東 康雄氏 

感想 

1‐０と拮抗したゲームだったがレフェリーが非

常にタフにやらせている印象でそれに沿ったフ

ァウルサポートが出来ました。後半になるとライ

ンが少しずれていたりプレーを見すぎていたり

することがあるのでそこは改善していきたいと

思います。 

研修 2021/8/15 
試合の映像分析 

・ロッカーアウトの際の選手の呼び方 

 ↳声掛けの仕方。時間が近くなれば急がせるよ

うな声掛けの仕方。 

・飲水タイムの場所 

 ↳時間帯や、どのタイミングで取るのか。 



             

 

 

 

 

 

・武田光晴氏からのお話 

試合日 2021/8/16 
鳥取県 VS 広島県    AssistantReferee 

インストラクター 青木 隆 東 康雄氏 

感想 

来年度のシード権をかけた戦いで延長戦までも

つれ込む試合でしたが主審と協力して最後まで

やり遂げました。反則の後選手交代が入りその間

に選手が再開のポイントを大きくずらし、再開し

ました。レフェリーサイドでしたが気付いていま

した。その際にどのようにサポートすればよい

か、今後考えていきたいと思いました。 



     

２、感想・まとめ 

大雨が降りしきった中でキックオフ時間などの変更もありながら、無事大会が終えれたこ

とは良かったと思います。 

個人的には開幕戦を担当させていただき、良い点もありながら新たな課題点も見つかりま

した。今までとは異なり少ない数の審判員が集まり３日間中国地域のレフェリーやインス

トラクターの方々と審判や意見交換ができ自分にとってはとても有意義な時間となりまし

た。武田１級審判員からは今はコロナ禍で必ず飲水タイムが設けられる中いつ、どのタイミ

ングで取るのかのお話をいただき自分も考えて取っていましたがそれ以上にチームに気を

使っているのだなと感じました。 

３日間ともタフなゲームを担当させていただき、中国地域のレベルの高いレフェリーの方

から学ぶものもあり非常に勉強になりました。 

参加させていただきありがとうございました。 



 

 

～第 76回 国民体育大会中国ブロック大会（成年男子）～ 

＠岡山県岡山市 

2021年 8月 14日～16日 

 

 

 

岡山県 2級審判員 

田口 新 

 



～担当試合～ 

鳥取 vs 山口（４ｔｈ） R:大戸魁氏 AR1 沖俊典氏 AR2 小滝良平氏 

島根 vs 広島（ＡＲ２） R：土岩健氏 ＡＲ１大戸魁氏 ４ｔｈ小滝良平氏 

鳥取 vs 島根（Ｒ） ＡＲ１大戸魁氏 ＡＲ２山本雄大氏 ４ｔｈ安留賢二氏 

 

 

～振り返り～  

・主審 テーマ：「展望する」 

選手の動きや意図を、目の前の事象に対しては勿論、1試合を通して
のゲームの雰囲気や温度から汲み取り、どういう試合に持ち運ぶかを
創造することである。 
 

【継続すべきこと】 

ピッチ中央での反則に対してアドバンテージを適用し、そのまま得点へ
と繋がった。反則が起きた瞬間は声が上がったが、試合展開からこの
ままゴール前へと繋がるチャンスだと確信した。適切な採用であった
と思う。二度と同じ事象は現れないと思うが、今後の担当試合でも、予
測の組み立てによって、適切な採用に導きたい。 

 

【改善点】 

後半終了間際に、コーナーキックの場面で、ゴールキーパーと攻撃側競
技者の接触が起きた。私はボールの行方を追っていて、接触に対して
はすでに目を切っていた状況で、次に見たときには既に両競技者が倒
れている状況であった。ペナルティーエリア内の混戦の私にしか見えな
いものに対して、どこを見ようとしていたか（危険が発生しそうな場所
は？）、それは本当にその場面ではボールの行方を見る必要があった
のか、思慮すべきポイントを再考したい場面であった。 

 

 



・副審 

【継続すべきこと】 

土岩氏の判定基準、動きの幅を理解したうえで、死角が無いように意
識をした。副審としてどこに注視すべきか、走るエリアの幅も有効活用
しながら主審をサポートできる副審になりたい。 

 

【改善点】 

レフェリーサイドでのオフサイドの際に、旗の音を大きく出すような意
識をして、フラッグアップすると良いという指導を頂いた。この試合で
はフラッグアップしたと同時に土岩氏は笛を鳴らすことができたが、規
模、観客数によっては聞こえないことがある。一見何事もなくやってい
るように見えるが、それは主審にとって本当に良いサポートであるか、
円滑にゲームが進行するか、今回のフラッグアップ以外の出来事でも
細部にこだわって考えていきたい。 

 

・４ｔｈ 

【継続すべきこと】 

タッチラインとハーフウェーラインの交点付近にて、アフターファウルが
あった。アフターを受けた競技者に対して、２人の相手競技者が突っ込
む形となり、主審の位置からはどちらの競技者がアフターを行ったか
が判断しづらい状況であった。４ｔｈの目の前での事象であった為、競
技者特定の後にショートシンプルに主審に合図した。協力して主審に混
乱を与えることなく正しい判定に導けたと思う。 

 

【改善点】 

これはこの試合を観戦していた土岩氏からの指摘であるが、任務の際
の移動時にピッチに対して完全に背中を向けるシーンが多々あったと
のことだった。実際映像で振り返ると自身で思っているよりもはるか
に多く背中を向けていた。気づきを与えてくださった土岩氏に感謝。 

 



～大会を振り返って～ 

この度は、ミニ国体に参加させていただきありがとうございました。 

今回の大雨災害により、大幅な迂回、長時間の移動を強いられたチー

ムがあったと聞いております。大会としても悪天候、試合開始時刻の変

更など、様々なことがありましたが、無事に終えることができ、良かっ

たです。岡山県サッカー協会の関係者の皆さま、２週にわたっての運営、

大変お疲れさまでした。 

中国地域でもトップレベルのレフェリーの方々と過ごした３日間は、大

変有意義な時間でした。試合の入り方、判定ひとつを取っても自身の

持つ情報の取捨選択、頭の回転の速さなど私にはまだ備えられていな

いものばかりをお持ちで大変勉強になりました。 

選手の皆さんにおいては、スムーズなゲーム運営に協力していただき

感謝しています。審判チームのみならず選手の皆さんに助けられた場

面も多々あり、未熟さを痛感するとともに成長するための種を蒔いて

くださったものと思っています。プレーヤーズファーストの精神、姿勢

を忘れることなくこれからも審判活動を頑張りたいと思います。 

 

 

～こぼれ話～ 
 

大会期間中、岡山市内は絶賛時短営業中であった為に、夕食を食べる

お店探しにも力を入れましたが、見つけた店はどれも閉店作業中… 

そんな中営業していたのが岡山駅近くにある「中華そば山冨士 本町店」

さんでした。宿泊している審判員全員で食べに行きました。翌日に影

響しないコッテリしすぎず薄すぎずのスッキリした醤油スープに絡ませ

て食べるのは喉越しの良いストレート麺。ちょっぴり狭いけど味のある

雰囲気のお店はとても良いところでした。 

岡山にお越しの際にはぜひご賞味あれ！ 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


