
CGFA Referee 

 

Young Active Referee 研修会を開催しました 

   ８月７日（土）～９日（月・祝振り）ミニ国体 少年の部 ＠美作サッカーラグビー場ほか 

 

 ミニ国体少年の部に CGFA Refereeから強化カテゴリー２・３の若手審判員５人を派遣し、強化・

育成の研修会を合わせて開催しました。 

 

派遣審判員 

 大久保秀斗（鳥取県）、榎本悠希・大枝涼芽（岡山県）、殿川晃弘・藤岡慶梧（広島県） 

派遣指導者 

 南 浩二（CGFA Referee 委員長：島根県） 

 前田拓哉（CGFA Referee 副委員長兼強化部長：広島県） 

 古村英治（プール候補担当アセッサー：岡山県） 

 

 

 試合開始前の様子（鳥取県：山口県） 



 

 

 

 

                         レフェリー仲間の試合を観戦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修会の様子 

 

 

 

 

 大会は全試合 10時キックオフで開催されました。延長・KFPMまで行った試合もありましたが、午

前中で審判報告書等の提出を終えて、３日間ともに 13時から会場を移動して研修を行いました。 

 研修の内容は、13時～15時の２時間を試合のふりかえりと映像分析を、テーマの「マンマネジメ

ント」を中心に行い、15時～17時の２時間を中国インストラクタートレセンのカリキュラムに取り

入れて、チューターリング等で若手審判員とベテラン指導者との良い交流の機会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イントレとのコラボレーション 



中国インストラクタートレセン参加者 

 平 章人（イントレマネージャー：広島県） 

 内田利幸（鳥取県）、吉野克仁（島根県）、馬場真一（岡山県） 

辻村俊司（広島県）、黒田敏行（山口県） 

 

 

 

 

     

                          コーナーキックからの得点シーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試合のふりかえり 

 

 

 

 

 

 

 

 初日・２日目は暑熱化の下で、体力的にもタフな状況でしたが、選手とともに審判員もハードワ

ークできたように感じています。初日からの３試合では、審判委員会と技術委員会の協働活動であ

る試合後の意見交換を実施し、アカデミーカテゴリーの競技力向上を目的とした方向性等を共通認

識することができました。 

３日目は台風の心配もあり、前日からいろいろと対応面でバタバタしましたが、予定通り開催さ

れたことに安堵しています。 

 高校生年代の試合を大学生年代が審判することの意義について、更に重要な位置づけであること

を改めて認識することができた３日間となりました。 

 派遣審判員のレポートに続きますので、御一読いただければと思います。 

 

CGFA Referee 強化部 



ミニ国体（少年）参加レポート 

     鳥取県サッカー協会/大久保 秀斗 

1.初めに 

今回私は審判員として初めて中国審判員強化部の宿泊型の研修に参加させて頂きました。 

先ずは無事に何事もなく大会及び研修が終えることができ感謝の気持ちでいっぱいです。 

有難うございました。 

 

 

2.参加に臨んだ気持ち 

私は今回の研修に参加するにあたって、１つは若手審判員全員の目標、１つは自分自身の目標を

立ててミニ国体少年の部に臨みました。 

：Man Management（若手審判員共通課題） 

：参加審判員から参考になることを吸収すること（大久保自身の目標）                  

8/3 の ZOOM 研修から映像のディスカッション等を行い、ミニ国体のイメージを持ち

ながらミニ国体当日を迎えることが出来ました。 

 

3.試合を終えての感想 

２日目（8/8）岡山県 VS 島根県 

A1 担当しました。１試合を通じて集中をしてレフェリングをすることが出来ました。 

この試合では、後半のオフサイドのシーンでフラッグアップが遅れ、かつ私自身が立

ち止まったままであった。判定するまではオフサイドラインについていきたい。 

シグナルや判定は自信を持ってできていたと思います。 

 

 



３日目（8/9） 岡山県 VS 広島県 

主審を担当しました。この試合では若手審判員共通の Man Management を意識しまし

た。結果は広島が 7-0 で大勝ではあったが、雨風が強く難しい試合になりました。 

 

 

この試合で 3 つの課題点が浮かび上がりました。 

・FK マネジメント 

・アドバンテージの適用 

・視野の確保 

 

上記の 3 つが私自身の課題として浮き彫りになりました。FK マネジメントは近年では

クイックスタート等を積極的に行うチームが増えてきたことにより審判の技量が試さ

れるとこの試合で感じました。 

アドバンテージは積極的に適用をしていたが、基礎である声が不十分でした。 

何事も基礎は忠実に行うことが大事だと感じました。私のシグナルだけでは選手も分

かりにくいことがあり集中して試合を行う環境を作ることができませんでした。 

ゴール前に近づきすぎたり選手に近づきすぎるシーンが多くあったので、幅を広く使

い、外から見る癖をつけるようにしなくてはいけないと感じました。 

より一層選手ファーストを考えさせられました。 

上記の 3 課題は私の欠けている部分だと思いますので、審判活動を行いながら、今後 

修正が必要だと感じました。 

 

 

 

 



 

 

4.研修を通じて・・・ 

ミニ国体少年の部の研修で試合後にすぐに映像を用いてディスカッションをすること

で良い点、修正点を 5 人で共有できたことが翌日の試合のイメージにも繋がることが

できました。 

またそれぞれの意見を聞くことで、自分が考えていないことにも気づかされて良い刺

激になりました。 

また全員の試合映像や見たり、他の審判員の試合を副審の立場で見ることで、自分に

は足らないところや、自身が持てるところも研修会だからこそ肌で感じることができ

て今後の私自身の糧になりました。 

 

またイントレの方々とのコラボでは 1 日目では競技規則のセッションで、改めて競技

規則の重要性を感じました。 

競技規則を隅から隅まで覚えるくらい理解をしなくてならないと感じました。 

2 日目では 2 日目の試合映像でのコラボ研修でした。 

判定に対してイントレの方々でも意見が割れるくらいでしたので、 

判定に正解はない＝審判の技量が試されると感じました。 

（その試合を自分がどのようにコントロールするかを考えさせられました。） 

 

また研修には岡山県の審判員の方々も参加されていて、少しでも交流ができたことは

今後中国地区で審判活動を行う私にとってはプラスになりました。 

 

 

 

 



5.食事・懇親・宿泊でのできごと 

・今回の研修で私は中国派遣の中で最年長の 26 歳でした。 

26 歳になってまで 5 人で餃子の王将でご飯をたくさん食べて、みんなでコインランド

リーに行って洗濯をして、ゆめマートで買い物に行って夜食をたくさん買い、大学で

の部活時代を思い出し部活の後輩と過ごしているような 3 日間でした。 

コロナ禍でこのような 3 日間の宿泊型の研修ができたことは、仕事の息抜きにもなり

ました。 

（岡山の水田さんが人生の先輩って感じで面白かったです） 

1 日目に 6 人で食事ができるところを探していてとん喜というお店を見つけたのです

が、店主の迫力が凄すぎて入れてもらえませんでした。次に津山に行くときは絶対に

食してやりたいです。 

 

 

 

6.今後の展望 

今回ミニ国体に審判員として参加することができて私は良い意味で自信が持つことが

出来ました。やっと中国地区で上を目指す審判員としてのスタートラインに立ったな

と思いました。同時に参加して自分の劣っているところが明確になりました。 

私自身のストロングポイントは更なる強化をし、ウィークポイントは改善をしなくて

はなりません。今後は苦手な座学から力を入れ、努力を惜しまず日々トレーニングを

していきます。またこのような活動を鳥取県で還元して鳥取県の審判員が少しでも中

国地区で活躍できるように日々精進していきます。 

３日間有難う御座いました。 

最後に中国のトップレフェリーはミニ国体で成長する 

この言葉に間違いはありません 

 

審判員/大久保秀斗 



  

ミニ国体(少年の部)参加報告書 

2021年８月７日（土）〜９日（月） 岡山県 美作ラグビーサッカー場 

 

岡山県 榎本悠希 
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研修テーマ「Man Management」 

事前研修会 8月 3日（火）  リモート研修 

今回の研修テーマである、Man Managementが必要な場面の３シーンの映像を見て、        

どのようなマネジメントが必要かディスカッションを行い、対策方法を決め、週末の試合で、       

発揮できるように準備をしておく。 

シーン１ 悪質なファウルへのマネジメント                                     

悪質なファウルをした選手にどのようなマネジメントが必要か？                 

→立ち止まった状態で face to face で今のプレーが危険なことをきちんと教える。等 

シーン２ FK セレモニー時のマネジメント                                     

そもそも FK セレモニーはマネジメントなのか？                                

→マネジメントではなく、ゲームコントロールの一環である。                           

FK 時のマネジメントとして必要なことは？                                

→攻撃側のクイックフリーキックを保証すること、注意や懲戒処置が必要な場面でも             

クイックフリーキックを優先する。等 

シーン３ FK のポイントの違い                                               

再開時のポイントが違う場合はどのように対処すればいいのか？                       

→明らかにポイントが違う場合には、ただし位置でやり直させる。                       

→ポイントが明らかに違う場合、再開する前に、ポイントを教えるなど、主審が主導権を握って

ゲームコントロールすることが必要。等 
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大会１日目 8月 3日（土）   

対戦 広島 vs 山口    第４審 美作ラグビーサッカー場（メイン） 

試合を終えての感想                                                  

大会の開幕戦なので、緊張する中で、審判団として協力して、試合を成立させることができて  

良かったです。また延長戦、K FPM と試合がもつれ込む中でも、集中を切らすことなく、       

自分の任務に徹することができて良かった。 

試合後の振り返り                                                    

試合中のシーンで今後改善が必要なシーンがあり、もし自分が主審の立場であればどのように 

対処すれば良いか、考えさせられるシーンがありました。                            

試合の終わらせ方について                                          

試合終了間際の CK や FK の考慮点はどのようなことがあるか？                     

→試合中でも得点の可能性が高く、サッカー競技の精神を考えた結果、                     

再開前には試合を終わらさないことが望ましい。                             

もし、終わらせるのであれば、ボールがフィールドの外に出た瞬間に終了の笛を吹く。 

    

イントレとのコラボセッション                                             

試合の振り返り後、イントレのコラボセッションということで、チュータリングを受けました。         

各インストラクターが一つのテーマで、講義を行って頂いた。一つのテーマで講義やディスカッシ

ョンを行うため、新たに勉強になったことや、他の人の考え方など聞けて、               

すごく勉強になりました。      
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大会 2日目 8月 4日（日）   

対戦 鳥取 vs 山口  主審 美作ラグビーサッカー場（メイン） 

試合を終えての感想                                                  

緊張する中でも、事前研修会や、昨日の試合での振り返りで学んだこと、そして自分の力を発揮

する頃ができました。また懲戒処置が必要となる場面や試合での重要な場面でも適切に       

判断できたので良かったと思います。 

                                                 

試合後の振り返り                                                   

CK 時のマネジメント                                               

マネジメントが必要な争点に対して、守備側、攻撃側の両競技者また、ベンチや会場全体に       

マネジメントしていることをわからせることが必要。  

    FK 時の主審の立ち位置                                           

監視しなければならないことが多くある場合、主審がどこを監視するべきなのか、また副審や第

４審と協力し、任せられることは任せて、監視すべきものに優先順位を立て、それに応じた  

立ち位置で監視することが必要。 

    遅延行為を行なった選手へのマネジメント                                 

警告を出せたことは良かったが、育成年代の選手に対するマネジメントして、遅延行為が   

してはいけない行為だということを教えるためにも、カード提示するだけでなく          

二度としないように言葉でも伝えることが必要。

 

イントレとのコラボセッション                                             

今回は、私が担当した試合分析を行い良かった点と改善するべき点を教えて頂きました。        

多くのインストラクターの方に改善点など多くの意見を聞くことができたので、          

今後活かして、行きたいと思います。 
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大会 3日目 8月 5日（月）   

対戦 広島 vs 岡山  副審 美作ラグビーサッカー場（第一芝） 

試合を終えての感想                                                  

台風の影響で、試合が順延する可能性があった中、予定通り、試合開始され           

試合が成立させることができた良かったです。また副審で一番大事な判定である、      

オフサイドの判定では、オフサイド、オンサイドの両場面で、きちんと判断して         

判定することが、できたので良かったです。 

試合後の振り返り                                                    

オフサイドのフラグアップの場面で主審がなかなか気づけず、プレーを停止するのが遅く 

なった場面があった。                                            

→雨の中でフラッグが濡れていた、フラグアップしても音が出ず、主審が気づきにくい状態

になっていた。 その後のベンチの声や選手の声でフラグアップしていること気づいたため、

副審としてもっと早く主審に気づいてもらうために、早めに声で主審に知らせるなど、天候や

会場の状態に合った知らせ方をしなければならない。                                           
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まとめ 

     今回、このような研修会に参加させて頂き、ありがとうございました。               

今回の研修会に参加するにあたり、緊張感と楽しみな気持ちで準備してきました。            

また同地域の同世代の審判員が集まるので、多くの刺激を受けました。 

 

今回の研修テーマである「Man Management」を事前研修や、試合後の振り返りを通して多くの

ことを学ぶことができました。マネジメンは型が決まったものはなく、試合状況に応じて、       

対応していかなければならない。そのためには、現役審判員やインストラクターの方達と    

ディスカッションなどすることで、対策の引き出しを増やしていくことが大切だと感じました。  

また試合会場だけなく、ホテルや食事の場など、いろんなところで現役審判員同士で意見交

換することができ、新たに学ぶことやでき、刺激を受けました。 今回学んだことを今後の審判

活動に活かしていき、レベルアップしていきたいと思います。 

 

 

                                                                                        



       第 76 回国体中国ブロックサッカー少年男子の部 

             ＠岡山県美作市 

             ―大会を終えて― 

                     2021 年 8 月 7 日～9 日 

 

 

                    Referee :Ryoga Ooeda 



Theme: [Man Management] 

私たち若手審判員にとっては難しい課題であり、わたくし自身ここは課題であ

りました。この大会での研修会は zoom による事前勉強会から始まり、1 つ 1 つ

整理していきました。今回この大会で主審をした際に実践をしようと試みて、開

幕戦を担当ということもあり、より緊張感を持ちながら岡山県美作市にある美

作ラグビー・サッカー場へ上陸いたしました。 

 

 

 

 



1 日目（8 月 7 日） 

広島県少年ｖｓ山口県少年 

開幕カードの主審を担当しました。 

この試合での課題点 

・試合終了のタイミング（早く終わらせるのか、ＣＫをして終わらせるのか） 

・ＦＫマネジメント（歩測、立ち回り、クイックＦＫ時のポイントのずれ、セレ

モニー、懲戒の手続きの時間、カードの出し方、再開の笛のタイミング） 

・ゲームの熱量を感じ取れていたか？ 

・暑熱下でも走り切れるフィジカル 

この 1 試合で今まで経験がないような事が沢山ありました。また新たな引き出

しを増やすことができました。ありがとうございました。 



2 日目（8 月 9 日） 

岡山県少年ｖｓ島根県少年 

Ａ２を担当しました。 

1 日目と同様の暑熱下でした。 

ここでは主審の藤岡氏とシグナルの差し違いを発生させてしまい、Ｒサイド、Ａ

Ｒサイドでどうするべきかというところを今一度整理すべき点が多かったです。 

 

 

 

 



3 日目（8 月 9 日） 

岡山県少年 vs 広島県少年 

AR1 を担当しました。 

台風 9 号が接近していましたが無事予定通り開催することができました。 

2 日間とは天候、気温が全く違っていて、後半には大雨が降るなど、県北ならで

はの急激な天候の変化を感じました。AR１としての課題点はバックパスでのゴ

ールライン際での反応ができていませんでしたので、そこの関してはしっかり

追いかけることについて、気を付けていきたいです。 

 

 



研修を通じて… 

今回この研修会で、さまざまな事象に対して、どういった対応をするべきなのか

というところを、5 人のメンバーで共有することができました。また、イントレ

とのコラボセッションもあり、たくさんのご意見をいただくことのできた非常

に濃い内容の 3 日間でした。サッカーというものは足でする競技である以上、

何が起きてもおかしくないということも実感をすることもできました。 

事前研修会のスライドの最後にありました「中国のトップレフェリーはミニ国

体で成長する！」という言葉。まさにその通りだなと思います。 

ありがとうございました。 



懇親での出来事 

なんと、鳥取県にはあの有名な中華料理チェーン「バーミヤン」、「餃子の王将」

がないそうです！？またスタバに行くためにわざわざオシャレを強いられる上

に大行列！ジャージで行くと変な目で見られるそうです(笑) 

地域性を感じました。 

あと個人的ですが最終日に美作といえば湯郷温泉ということで「湯郷鷺温泉」に

行って参りました。安定の気持ちよさで 3 日間の疲れが一瞬で吹っ飛びました。 

 



今後の展望 

今回のこの国体中国ブロックでの学んだことは私にとっては刺激になりました。

しかし、中国のトップレフェリーの方々にとっては当たり前の事であるのだろ

うと思います。そしてこれらをできて当然になっているからこそ、トップレフェ

リーなのだろうということを感じました。私もこの研修会で学んだこと、経験し

たことは必ず役に立つと考えています。今後、中国トップレフェリー、プール審

判員等目指すためにも、フィジカルや競技規則の理解はもちろんのこと、実戦経

験を生かしたレフェリングができるように 1 つ 1 つの試合をしっかりこなし、

日々精進していきたいと思います。 

3 日間大変お世話になりました。 

 

                        岡山県審判員 大枝涼芽 



 



大会を終えて 

第 76 回国民体育大会中国ブロック大会（ミニ国体）少年男子 

2021/8/7~9 

場所：岡山 美作ラグビーサッカー場 

 

広島県サッカー協会 2 級審判員  殿川晃弘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大会の目的 

今回の大会における審判員の目的、ターゲットは、「Man Management」でした。 

特に「マネジメント」と「判定基準」この 2 つは、多くの若手審判員の課題であると考えて

います。今回は、その中のマネジメントを重点的に勉強させていただきました。 

大会に向けた、事前勉強会では、マネジメントに関する 3 つの映像を提供していただき、フ

ァウルの程度や状況に合わせた笛の音であったり、フリーキックセレモニーの手順であっ

たりなどを再確認することができました。 

 

 

 

参加に臨んだ気持ち 

1 つ目は、審判員として、アピールできる絶好の機会であることです。 

中国地域の審判インストラクターや、若手審判員に今の実力を見てもらえる、あるいは示す

ことができるチャンスであると考え、今持っている知識、能力、走力の最大を尽くしてやろ

うという気持ちで大会に臨みました。 

 

2 つ目は、いつも通りやるということです。 

高校 1 年生の頃に本格的に審判活動を始め、5 年半、様々な活動、研修に参加させていただ

き、多くの割当もいただき、経験させていただきました。その中で、割り当てられた試合を

審判するという面では特別やることに変わりがないので、物怖じせず、いつも通りやるとい

うことを心掛けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



試合の振り返り 

 

1 試合目 

8 月 8 日 10:00kick 副審 1  鳥取 3(2-1,1-0)1 山口 

 

インストラクター：南 浩二 氏 

 

副審として主審をサポートできる最大を尽くそうと試合に入りました。特に難しい判定や

オフサイドの見極めはなかったので、問題なくレフェリングできたかなと思います。 

 

 

良かった点 

・試合の序盤のタッチジャッジでやや際どい事象に対してすばやく判定したことが選手、両

ベンチの信頼につながったこと 

・主審が見えているかどうか確認したのちファウルアシストできたこと 

・サイドステップを使いオフサイドラインキープし、スピードのあるスプリントができたこ

と 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 試合目 10:00kick 主審  鳥取 2(1-0,1-1)1 島根 

 

インストラクター：前田 拓哉 氏 

 

2 日間の研修の集大成として良いパフォーマンスをするとともに、いつも通りやるというこ

とを心掛けて試合に入りました。 

 

 

良かった点 

・一貫した判定基準で、警告 3 枚も的確だったため、判定に対してストレスないゲーム運び

ができたこと 

・選手に寄り添ったマンマネジメントができたこと 

・的確なタイミングでアドバンテージ or ファウル採用ができたこと 

 

改善点 

・前半終了間際に負傷で退場していた競技者の再入場のレスポンスに気づかず信頼を失い

かけたこと 

・フリーキックマネジメントで、ファウル後に守備側が遅延した訳でも、攻撃側が故意にボ

ールを当てたわけでもなくフリーキックをやり直しさせたこと（競技規則の適用ミス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大会を終えての感想 

まずは、台風接近の中、大会を通して大きなけがやミスもなく、予定通りに無事終わること

ができたことにほっとしているのが正直な感想です。 

私たち審判員が選手たちにリスペクトを持ってレフェリングするのはもちろんのこと、選

手や指導者の方が、審判員に対して、リスペクトを持ってプレーしていただいたのが、素晴

らしい大会になった要因なのではないかと思います。 

 

 

 

研修を通じての感想 

私たち審判員のために、大会のご準備、ビデオ撮影、講義、振り返り等、ご尽力していただ

いた審判インストラクターの方、関係者の方、感謝いたします。ありがとうございました。 

イントレの方々の講義やアセッサーの方の試合の振り返りなど、新たな知識の獲得であっ

たり、曖昧なところを整理できたり、とても内容の濃い研修でした。 

特にイントレの方々の講義で、負傷退場の例外である警告を伴うファウルでの負傷の対応

や、曖昧になりがちなオフサイドポジションにいる競技者のその位置にいることで利益を

得ることについて、正当なチャージと正当ではないチャージの違い、同時の反則の定義など、

どれも内容を深掘りした素晴らしい講義でした。 

研修を通して様々な知識や経験をさせていただき、有意義な 3 日間になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



食事・宿泊・懇親での出来事 

少年の部はトーナメントではなかったものの、同点の場合は延長、PK まで行う規定だった

ので、昼食においては次の振り返りまでの時間が少なく、ほとんどコンビニのおにぎりなど

の軽食でした。朝食は、ホテルのバイキングで食事し、夕食においては、研修後の自由時間

が多かったので、感染症対策をしながら王将に行ったり、部屋飲みをしたりしました。 

ホテルは津山駅前のホテルに泊まり、ちょうど 1 周年の記念祭で、くじ引きをやっており、

ヒノキのにおいが香る、ひのきぼうるを頂きました。 

ホテル自体はとても居心地の良いきれいなホテルで、部屋の中で、研修の振り返りや次の試

合に向け、整理していい準備を心掛けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



今後の展望 

私は中国 3 期アカデミー生として、1 級審判員になることを目標として活動しています。 

そのために、今回のような研修に参加することで、レフェリングスキルの向上、様々な審判

員、インストラクターとの交流ができ、少しでも 1 級に近づけるように、一つひとつの研修

会を大切にして取り組んでいきたいと考えています。 

また、自分が吸収するだけでなく、今後さらに成長してくる自分よりも若い世代の審判員に

レフェリングスキルを伝えていきたいと思っています。 

そして、1 級審判員になって活動するのを目標にするのはもちろんのこと、将来は、インス

トラクターという立場でもサッカーに携わっていけたらと思います。 

 

 

 

最後に 

この大会に向けて、ご準備していただいた大会運営の方、選手、指導者、審判関係者、ビデ

オ撮影の方のご尽力があってからこそ、大会を無事に成功に導くことができたと思います。

ありがとうございました。 

特にお世話になっている審判インストラクターの方々には、成長した姿を示すことで恩返

しになればと思っていますし、下の世代に伝えていかないといけないという気持ちもある

ので、まずは自分自身がレベルアップし、サッカーや審判のやりがいや楽しさを後世に伝え

ていけたらと思います。 



ミニ国体（少年）レポート 

派遣日：2021年 8月 7日～8月 9日 

広島県 藤岡慶梧 

 

① 参加に臨んだ気持ち 

 私は、この度、ミニ国体に参加させていただくにあたって、事前勉強会でも取り上

げられた「Man Ｍanagement」について特に焦点を置き、選手たちがフェアでタフ

なゲームを展開していくことを援助していけるようにレフェリングしていこうという

気持ちで臨みました。「Management」とはどんなことを指す言葉なのか、どんな場

面でどのように行うことが効果的であるのかなど、事前勉強会や先日行われた研修会

で学ばせていただいたことを生かしていくようにしていきたいと考えました。 

 また、中国地域の審判員の方々やインストラクターの方々が集まられるということ

で、少しでも私の顔と名前を覚えていただくことができるようにしていこうという意

気込みで臨みました。 

 

② 試合を終えての感想 

 今回派遣させていただいたミニ国体では、一試合を観戦、2試合を担当させていた

だきました。それぞれの試合を振り返っていきます。 

 

 

 

 

 8月 7日（土） 広島県 vs. 山口県 （観戦） 

【R：大枝さん（岡山県）AR1：水田さん（岡山県）AR2：竹崎さん（岡山県）4th：

榎本さん（岡山県）】 

 

 



 ミニ国体（少年）の開幕戦となったこの試合では、開幕戦にふさわしい熱戦となり

ました。試合は、広島が前半に先制して、山口が後半に追いつき、延長でも決着がつ

かず、PK戦にもつれ込む展開となりました。（広島が勝利） 

 主審の大枝さんは、特に副審のお二人や第 4の審判員の榎本さんとの協力をしっか

りされており、その観点において、勉強になりました。また、FKマネジメントをきっ

ちりと行うという意図が見られ、その点においても勉強させていただき、今後私がレ

フェリングを行っていくうえで生かしていけるものだと感じました。 

 「大会の初戦はどの試合も難しい試合となる」と振り返りの際に前田さんもおっし

ゃっていましたが、そのことが随所に現れた試合であったと思います。その中でも、

大会の初戦を上手く円滑にコントロールされたことで、大会の幕切れとして良いスタ

ートとなり、2日目以降の大会も熱い戦いが繰り広げられることが約束されたかのよ

うな素晴らしい試合となりました。 

 

 8月 8日（日） 島根県 vs. 岡山県 （R） 

【R：藤岡（広島県）AR１：大久保さん（鳥取県）AR2：大枝さん（岡山県）4th：曳

沼さん（岡山県）】 

 2日目は、島根と岡山のお互いにとっての初戦を主審として担当させていただきまし

た。試合は、後半に岡山が先制して、そのままリードを保ったまま 0－1で岡山が勝利

を収めました。試合展開は、お互い得点の機会も多く、どちらにいつ得点が生まれても

おかしくない緊張感のある試合でした。 

 この試合では、以下のような良かった点や改善点がありました。 

良かった点 改善点 

終了間際の動き ポジショニング（争点との距離） 

判定基準 副審との協力 

 タイムマネジメント 

 キックオフセレモニー 

  

  

  

 

 



 良かった点としては、終了間際の動きです。試合は島根が一点を追う展開となり、試

合終盤になっていくにつれ、島根は追いつくために前に急ぐ展開、岡山は試合を決める

追加点を狙う展開となっていくことが予測されたため、ゴール前での攻防が激しくな

ることが見込まれました。そのような状況であったため、終盤にかけての動きやポジシ

ョニングが特に重要になってくると考えたことによって、良い動きとなったのではな

いかと思います。また、判定基準に関しても良かった点であると思います。 

 次に、改善点を順にあげていきます。1つ目は、ポジショニングです。争点を近くで

観ようとして、競技者との距離が近くなってしまい、巻き込まれてしまう場面がありま

した。今後は、適切な距離と角度から争点を観ることができるようにボールが動いてい

るときに素早く良いポジショニングをとっていくことができるようにしていきたいと

思います。また、角度をとる際も、副審の方と挟んでプレーを監視できる位置にポジシ

ョン取りを行っていくことを意識していかなければならないと思いました。2 つ目は、

副審の方との協力です。この試合では、シュートを放った後のワンタッチの有無が分か

りづらかったという場面があり、ボールがレフェリーサイドから出た際に、私が副審の

方のほうを観ずに、笛を吹いてゴールキックにしてしまいました。常にアイコンタクト

を意識して協力をもっと意識していく必要があると思いました。3つ目は、試合中のタ

イムマネジメントです。飲水タイム（クーリングブレイク）以外で競技者がドリンクを

とる場面でもっと試合の再開を素早く行っていけるようなマネジメントを行っていか

なければならないということを感じました。そのためには、競技者とのコミュニケーシ

ョンが大切になってくると思うため、今後はそのことも意識していきたいと思います。

4つ目はキックオフセレモニーです。今回、最初にセンターサークルに入っていた競技

者がボールに触れ、後から入ってきた競技者が直接ゴールを狙うという場面があり、最

初の競技者がボールに触れた直後に相手競技者がセンターサークル内に侵入したとい

う状況がありました。本来であればキックオフのやり直しをしなければならない場面

でした。「ボールは、けられて明らかに動いたときインプレーとなる」と競技規則上で

示されているように、ボールが動いたかどうかをしっかりと観ておく必要があること

を感じました。 

 ミニ国体という場で初めて主審を務めさせていただいて、試合の雰囲気を感じるこ

とができた点や、良かった部分や改善すべき部分がわかった点など、様々な気づきを発

見することができ、本当に良い経験をさせていただいたなと感じました。 

 最後になりましたが、試合での写真を添えさせていただきます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  8月 9日（月） 鳥取県 vs. 島根県（AR） 

  【R：殿川さん（広島県）AR1：藤岡（広島県）AR2：沖さん（岡山県）4th：篠原さ

ん（岡山県）】 

  3日目は、鳥取県 vs.島根県の副審を担当させていただきました。試合は先に鳥取が 2

点を先取し、終了間際に島根が 1点を返し、その後は島根が同点に持ち込もうとすると

いった激しい展開となりました。 

  この試合では、以下のような良かった点や改善点がありました。 

良かった点 改善点 

主審の方をよく観ていた点 フラッグの活用 

 ボールの管理（飲水タイム） 

 オフサイドの見極め 

  良かった点としては、主審の方のほうをしっかりと観て協力を行うことを意識した

り、差し違えが起こらないように心がけたりした点が挙げられます。前日の改善点を生

かしてこの試合に臨めたことはよかったのではないかと思います。 

  改善点としては、フラッグをもっと効果的に使用していくことです。主審の方が気づい

ていない事象などが発生した際に、声で気づいてもらえるように呼びかけていたので、今

後はフラッグを用いて知らせることを行っていきたいと思います。2つ目は、自分が飲水

タイムの際にボールを管理できる状況にある時に、ボールの管理をずさんにしてしまっ

た点です。今後はそのような状況があった際はしっかりとボールを自分の元まで持って

きて管理していくよう心がけていきたいと思います。3 つ目はオフサイドの見極めです。

オフサイドの見極めは得点にも直結する場面であり、副審にとって特に重要な役割であ



ると考えられます。ですので、ボールの出どころと次にボールを受ける競技者、そして最

終ラインの競技者を見逃すことがないようにもっと細かいところまで追求していかなけ

ればならないと感じました。 

  最後になりましたが、こちらの試合の写真も添えさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 研修を通じての感想 

 研修では、試合映像の振り返り（映像分析）やイントレの方々のチュータリング等の

コラボセッションを行いました。 

映像分析では、今大会のミニ国体の試合映像を用いて行いました。今回のターゲット

は、「Man Management」であったため、その点を重点的に行いました。FK マネジ

メントで歩測する際の体の向き（軌跡）はどのようであるのが良いのか、競技者にカー

ドを示す際に適切な示し方はどのようであるか、負傷者の対応の仕方やその際の主審以

外の審判員の協力などこれまでにあまり深く考えたことがないような点や、考えたこと

はあるけれどもそんな考え方もあるのかという新たな発見が多くあり、とても勉強にな

るとともに、とても濃い映像分析を行っていただくことができました。私は、まだまだ

マネジメントやゲームコントロールを効果的に行うことができている場面が少ないた

め、前田さんや南さん、古村さんからご指摘いただいた観点をしっかりと今後のレフェ

リングに取り入れ、吸収させていただいたことを存分に生かしていけるようにしていき

ます。また、他の審判員の方々の映像を観させていただいて、アドバンテージの際の声

とジェスチャーや動き出しの部分、説得力のある立ち振る舞いなど多くのことを勉強さ

せていただきました。 



イントレの方々によるチュータリングは「挑む」とはどのようなプレーのことである

かなど競技規則の理解をさらに深めていくことができるものであり、とても勉強になり

ました。競技規則に書かれている文言を正しく解釈することの大切さを改めて感じ、今

後もより競技規則の理解を深めていかなくてはならないということを実感しました。ま

た、２日目以降のコラボセッションでは、試合映像を用いた映像分析を行っていただき、

試合の振り返りと合わさって、より細かい部分までアドバイスをいただくことができま

した。競技規則を正しく適用していくためには、チュータリングで行っていただいたよ

うにそれぞれの項目に対する深い理解が必要であり、そのことをコラボセッションで行

っていただいた試合で起こった事象に対する対応力として生かしていくことが求めら

れるため、イントレの方々に行っていただいたセッションをしっかりと引き出しの中に

しまって審判員として深みのある審判員になれるようにしていきたいと思います。 

この度の研修は自分自身の成長につながるだけでなく、様々な刺激を受けることがで

き、本当に充実した研修でありました。研修に参加させていただき、多くのことを学ば

せていただき本当にありがとうございました。 

 

④ 食事・宿泊・懇親での出来事 

 今回の研修では、審判員の方々と一緒に食事や行動をとる機会が多く、色々な会話

を楽しむことができました。年齢の近い審判員の方々だけでなく、少し年の離れた先

輩の審判員の方々も気兼ねなく接してくださって本当に楽しく過ごすことができまし

た。私も先輩の審判員の方々のような振る舞いができるようになりたいと思います。 

 食事は、1 日目は丼ものや定食のお店に行き、2 日目は中華料理屋に行きました。今

後のビジョンや各県での取り組み状況といった審判活動に関する話題から他愛のない

会話まで楽しむことができました。今後の研修でも食事をみんなでとるなど、親睦を深

めていくことを大切にしていきたいと思います。 

 最後になりましたが一日目の丼ぶりの写真を添えさせていただきます。 

 

 

 

 

 



⑤ 今後の展望 

 この度、ミニ国体に参加させていただいたことでターゲットである「Man 

Management」についての具体的な取り組みの姿勢や意識すべきことを勉強させてい

ただいただけでなく、中国地域の審判員やインストラクターの方々との交流によって親

睦を深めることができた点など実践以外の部分でもたくさんのことを得ることができ

ました。それらのことをこれからの審判活動に生かしていき、高いレベルを目指して

日々取り組んでいきたいと思います。また、今回接してくださった方々が今後私のレフ

ェリングを観てくださった際に、あのミニ国体の頃よりも成長したなと感じてもらうこ

とができるように精進してまいります。 

 この度はミニ国体において様々なことを学ばせていただき本当にありがとうござい

ました。これからも審判活動の方に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 


