
P 質問 解説 P 質問 解説

64 目次 66 目次

65
第１章　チーム
1-2　監督の権利と義務

1-2-1

ルールブックでは試合中のベン
チでの監督の位置を「ベンチの
記録席に最も近い（略）
監督がベンチから（略）

（略）指示等をする行為は作為的であり、
副審の権限としてベンチのチームメンバー
を監視し、（略）

67
第１章　チーム
1-2　監督の権利と義務

1-2-1

ルールブックでは試合中のチー
ムベンチでの監督の位置を
「チームベンチの記録席に最も
近い（略）
監督がチームベンチから（略）

（略）指示等をする動作は作為的であり、
副審の権限としてチームベンチのチームメ
ンバーを監視し、（略）

65
1-3　キャプテンの権利と義
務

1-3-1
チームキャプテンはベンチにい
ても、（略）

（略） 67
1-3　キャプテンの権利と義
務

1-3-1
チームキャプテンはチームベン
チにいても、（略）

（略）

65 1-3-2 （略） 競技の中断の吹笛から次の（略） 67 1-3-2 （略） ラリー終了の吹笛から次の（略）

65 1-3-3 （略）
（略）軽度の不法な行為への処置を行いま
す。（略）

67 1-3-3 （略）
（略）軽度の不法な行為の処置を行いま
す。（略）

66 1-4　選手の服装 1-4-2 （略）
認められません。
なお、チームで統一された色やデザインの
許容範囲等の概要は（略）

68 1-4　選手の服装 1-4-2 （略）
認められません。
なお、チームで統一された色や形の許容範
囲等の概要は（略）

66 1-4-5 （略）
できません。
ポジションや年齢等の区分確認上ナンバー
は（略）

68 1-4-5 （略）
できません。
ポジションや年齢等の区分確認上番号は
（略）

67
第２章　試合の準備と進行
2-1　キャプテンのトス

2-1-1
試合開始前及び第3 セット開始
前のキャプテントスは（略）

キャプテンのトスはじゃんけん（略） 69
第２章　試合の準備と進行
2-1　トス

2-1-1
試合開始前及び第3 セット開始
前のトスは（略）

トスはじゃんけん（略）

67 2-1-2
キャプテントスに勝った場合
（略）

（略） 69 2-1-2 トスに勝った場合（略） （略）

67
2-2　チームの公式ウォーム
アップ

69 2-2　公式ウォームアップ

67
2-3　チームのラインアップ
シート

2-3-1 69 2-3　ラインアップシート

67
2-4　選手の位置とローテー
ション

2-4-1 （略）
サービス権を得たときにローテーションす
るため、フロントライトに位置した選手よ
りサービスを行います。（略）

2-4　選手の位置とローテー
ション

2-4-1 （略）

サービス権を得たときにローテーションす
るため、各セット開始時にフロントライト
のポジションの選手がサービスを行いま
す。（略）

68 2-5　競技の中断 2-5-2 （略）
認められません。
不当な要求同様に却下します。（略）

70 2-5　競技の中断 2-5-2 （略）
認められません。
不当な要求同様に拒否します。（略）

68 2-5-3 （略）
（略）次の選手交代は却下されますが、
（略）
２人目の選手交代を却下した際に、（略）

70 2-5-3 （略）
（略）次の選手交代は拒否されますが、
（略）
２人目の選手交代を拒否した際に、（略）

68 2-5-4
ベンチにいるチームキャプテン
から（略）

遅延行為となります。
不当な要求として却下したにも関わらず
（略）

70 2-5-4
チームベンチにいるチームキャ
プテンから（略）

遅延行為となります。
不当な要求として拒否したにも関わらず
（略）

68 2-5-7
監督がベンチよりサービス許可
の（略）

そのインプレーは続行されます。
（略）不当な要求として対応します。
（略）両ベンチからの要求等がないか
（略）

70 2-5-7
監督がチームベンチよりサービ
ス許可の（略）

そのインプレーは続行されます。
（略）不当な要求として拒否します。
（略）両方のチームベンチからの要求等が
ないか（略）
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69 2-5-8
緊急にラリーを止められるのは
主副審のどちらです。

危険と判断された場合は（略）
規則 11.5．26.2.2.2(d)．27.2.2.6

71 2-5-8
緊急にラリーを止められるのは
主審、副審のどちらです。

危険と判断された場合は（略）
規則 11.5．15.2．26.2.2.2(d)．27.2.2.6

69
2-6　コートの交替（コート
チェンジ）

2-6-1 （略）
（略）第２ セットが終了したらコート上の
選手をベンチに戻させ（略）

71
2-6　コートの交替（コート
チェンジ）

2-6-1 （略）
（略）第２ セットが終了したらコート上の
選手をチームベンチに戻させ（略）

70
第４章　プレー上の動作と
反則
4-1　サービス

4-1-1 （略）
行うことはできません。（略）
コートやサービスゾーン外のフロアに触れ
てはいけませんが、（略）

72
第４章　プレー上の動作と
反則
4-1　サービス

4-1-1 （略）
行うことはできません。（略）
コートやサービスゾーン外のフロアに接触
してはいけませんが、（略）

70 4-1-4
サービス許可の（略）ドリブル
する行為は反則ですか。

（略） 72 4-1-4
サービス許可の（略）ドリブル
する動作は反則ですか。

（略）

70 4-1-5 （略）
サービスの反則になります。（略）サー
バーの身体に触れないで床に落ちた（略）

72 4-1-5 （略）
サービスの反則になります。（略）サー
バーの身体に接触しないで床に落ちた
（略）

71 4-2　ボールへの接触 4-2-1 3 回目に触れたボールが（略）

できません。
3回目にボールに触れた選手自身が続けて
ボールに触れた場合はドリブルの反則にな
ります。
他の選手がボールに触れた場合は（略）

73 4-2　ボールへの接触 4-2-1
3 回目に接触したボールが
（略）

できません。
3回目にボールに接触した選手自身が続けて
ボールに接触した場合はドリブルの反則に
なります。
他の選手がボールに接触した場合は（略）

71 4-2-2 （略）
チームの第1 回目の（略）触れ当った場合
はドリブルの反則にはなりません。（略）

73 4-2-2 （略）
チームの第1 回目の（略）接触した場合は
ドリブルの反則にはなりません。（略）

71 4-2-3
ネットにボールを当てた選手自
身が、続けてボールに触れるこ
とはできますか。

できません。（略）ボールに触れる事はで
きません。（略）

73 4-2-3
ネットにボールを当てた選手自
身が、続けてボールに接触する
ことはできますか。

できません。（略）ボールに接触する事は
できません。（略）

71 4-2-4 （略）
ボールが明瞭に打たれず、明らかにボール
が身体上で止まるようなプレーがあったと
きです。（略）

73 4-2-4 （略）
ボールが明瞭に打たれず、明らかにボール
が身体上で静止したり、つかんだり、投げ
る動作があったときです。（略）

71 4-2-5
アタックヒットしたボールが
（略）手に当たり、ボールが
（略）

ブロッカーにボールは触れており、（略） 73 4-2-5
アタックヒットしたボールが
（略）手に接触し、ボールが
（略）

ブロッカーにボールは接触しており、
（略）

71 4-2-6
ネット上で同時に触れられた
ボールの判定はどうなります
か。

（略）
規則 18.7．22.14.2

73 4-2-6
ネット上で同時に接触したボー
ルの判定はどうなりますか。

（略）
規則 15.2．18.7．22.14.2

72 4-4　ブロック 4-4-1 （略）
含まれません。（略）
続けてボールに触れてもドリブルの（略）

74 4-4　ブロック 4-4-1 （略）
含まれません。（略）
続けてボールに接触してもドリブルの
（略）

72 4-4-2 （略）
ブロックとみなします。（略）ボールに触
れていてもブロックと（略）

74 4-4-2 （略）
ブロックとみなします。（略）ボールに接
触していてもブロックと（略）

72 4-4-3
背が高い人が（略）ボールが触
れたらブロックになりますか。
（略）

ブロックとみなします。（略））
ボールに触れた場合は（略）

74 4-4-3
背が高い人が（略）ボールが接
触したらブロックになります
か。（略）

ブロックとみなします。（略））
ボールに接触した場合は（略）

72 4-4-4
（略）ボールが触れたらブロッ
クになりますか。

ブロックとみなします。（略）
ボールに触れた場合は（略）

74 4-4-4
（略）ボールが接触したらブ
ロックになりますか。

ブロックとみなします。（略）
ボールに接触した場合は（略）

72 4-4-5
相手からネット付近に高く帰っ
て来たボールを、（略）

（略）ボールを阻止する行為ではありませ
ん。

74 4-4-5
相手からネット付近に高く返っ
て来たボールを、（略）

（略）ボールを阻止する動作ではありませ
ん。
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72 4-4-6
ブロックのタイミングが合わ
ず、ブロッカーに触れたボール
が（略）

（略）
② 身体の一部が（略）ボールに触れた身体
の位置が（略）

74 4-4-6
ブロックのタイミングが合わ
ず、ブロッカーに接触したボー
ルが（略）

（略）
② 身体の一部が（略）ボールに接触した身
体の位置が（略）

73 4-4-8
（略）ボールに触れていなくて
も（略）

（略）ボールを阻止する行為ですのでボー
ルに触れていなければ（略）

75 4-4-8
（略）ボールに触れていなくて
も（略）

（略）ボールを阻止する動作なのでボール
に接触していなければ（略）

73 4-4-9
（略）コートに戻した行為は、
（略）

（略） 75 4-4-9
（略）コートに戻した動作は、
（略）

（略）

73
4-5  ボールインとボールア
ウト

4-5-2
支柱に触れたボールは、ボール
アウトですか。

（略）アンテナのみに触れた場合（略） 75
4-5  ボールインとボールア
ウト

4-5-2
支柱に接触したボールは、ボー
ルアウトですか。

（略）アンテナのみに接触した場合（略）

73 4-5-3 （略） （略）単独に触れた時点で（略） 75 4-5-3 （略） （略）単独に接触した時点で（略）

73 4-5-4 （略） （略）アンテナのみに触れた場合（略） 75 4-5-4 （略） （略）アンテナのみに接触した場合（略）

74 4-6　プレー上の反則 4-6-1 （略）
（略）
①（略）ボールが触れた時点で（略）
②（略）故意に触れてプレーを（略）

76 4-6　プレー上の反則 4-6-1 （略）
（略）
①（略）ボールが接触し時点で（略）
②（略）故意に接触してプレーを（略）

74 4-6-2
ボールアウト後に選手がネット
に触れた場合は反則ですか。

（略） 76 4-6-2
ボールアウト後に選手がネット
に接触した場合は反則ですか。

（略）

74 4-6-3
インプレー中に選手がネットに
触れることは全て反則ですか。

（略）ネットに触れた場合は全てタッチ
ネットの反則（略）ネットに触れた場合は
（略）

76 4-6-3
インプレー中に選手がネットに
接触することは全て反則です
か。

（略）ネットに接触した場合は全てタッチ
ネットの反則（略）ネットに接触した場合
は（略）

74 4-6-4
（略）チームの選手に当たった
場合プレーの継続は可能です
か。

（略）相手チームの選手がネットに触れて
も反則（略））

76 4-6-4
（略）チームの選手に接触した
場合プレーの継続は可能です
か。

（略）相手チームの選手がネットに接触し
ても反則（略））

74 4-6-5
（略）ブロッカーがネットに触
れた場合はタッチネットの反則
になりますか。

（略） 77 4-6-5
（略）ブロッカーがネットに接
触した場合はタッチネットの反
則になりますか。

（略）

75 4-6-6
選手がインプレー中に支柱に触
れたら反則になりますか。

（略）支柱のみに触れた場合は（略）支柱
部分に触れた場合は（略）

77 4-6-6
選手がインプレー中に支柱に接
触したら反則になりますか。

（略）支柱のみに接触した場合は（略）支
柱部分に接触した場合は（略）

75 4-6-8 （略）
（略）プレーを妨害する行為があった場合
には（略）

77 4-6-8 （略）
（略）プレーを妨害する動作があった場合
には（略）

75 4-6-10
（略）ボールに触れた場合は反
則ですか。

（略）ボールに触れることはできません。
（略）
なお、ボールに触れた後で、他の選手や物
体に触れた場合は（略）

77 4-6-10
（略）ボールに接触した場合は
反則ですか。

（略）ボールに接触することはできませ
ん。（略）なお、ボールに接触した後で、
他の選手や物体に接触した場合は（略）

76

第５章　不法な行為とその
罰則
5-1　罰則につながる不法な
行為

5-1-3 （略）
（略）当該チームの選手やベンチに対して
も注意（略）

78

第５章　不法な行為とその
罰則
5-1　罰則につながる不法な
行為

5-1-3 （略）
（略）当該チームの選手やチームベンチに
対しても注意（略）

76 第６章　その他 6-2 （略）
（略）
②（略）ポジションに移動させるが、ポジ
ションや（略）

78 第６章　その他 6-2 （略）
（略）
②（略）ポジションに移動させ、ポジショ
ンや（略）
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77 6-3 （略）

危機管理の観点から次のように考えます。
（略）
規則 11.5．26.1.2．26.2.2.2(d)．
27.2.2.6

79 6-3 （略）

危機管理の観点から次のように対応しま
す。（略）
規則 11.5．15.2．26.1.2．26.2.2.2(d)．
27.2.2.6

77 6-5 （略）

サーブが打たれた瞬間から、ボールアウト
（ボールが床、壁、天井、その他の物体に
触れる）または、選手が反則を犯すまでの
状態です。（略）

79 6-5 （略）

サーブが打たれた瞬間から、ボールイン、
ボールアウト（ボールが床、壁、天井、そ
の他の物体に接触する）または、選手の反
則により、審判の吹笛が行われるまでの状
態です。（略）

77 6-6
（略）見え難くするような行為
は反則になりますか。

（略）このような動作行為（スクリーン）
をしてると判断したときは
①（略）
②注意後も同様の動作行為を繰り返す
（略）

80 6-6
（略）見え難くするような動作
は反則になりますか。

（略）このような動作（スクリーン）をし
ていると判断したときは
①（略）
②注意後も同様の動作を繰り返す（略）

77 6-7 （略）
その通りです。
規則　22.14

80 6-7 （略）
その通りです。
規則　15.2．22.14

78 6-9 （略）
（略）片方の手の平を相手方に示し「止ま
れ」「やめなさい」という意味の

80 6-9 （略）
（略）片方の手の平を相手方に示し「制止
する」という意味の
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