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Ｗａｋａｓａフットサル選手権 ルール

基本的には（財）日本サッカー協会が定める競技規則に基づくが、一部において独自のルールに従って実施す
る。（ 部分が独自ルールの部分）

第１章 ピッチ
①会場の広さにしたがってピッチ設営を⾏う。
縦２５ｍ以上４２ｍ以下 横１５ｍ以上２５ｍ以下の⻑⽅形とする。
（国際試合では 縦３８〜４２ｍ 横１８〜２２ｍ）
またはバスケットコートを使用する。（縦２８ｍ 横１５ｍ）

②ラインの幅は８ｃｍとする。

③センターサークルは、半径３ｍの円弧とする。
ただし、バスケットコートを使用する場合は直径３．６ｍの円弧とする。

④ペナルティーエリアは、両ゴールポストの外側からそれぞれ半径６ｍ（横が 15〜16ｍの場合は半径４ｍ）の
1/4 円弧をゴールラインから描き、その両側をゴールラインと平⾏な３ｍの線で結ぶ。

これらの線とゴールラインで囲まれた部分を言う。
ただし、バスケットコートを使用する場合は３ポイントラインを使用する。

⑤ペナルティーマークは、ゴールラインの中央から直角⽅向に６ｍ離れた点とする。

⑥第２ペナルティーマークは、ゴールラインの中央から直角⽅向に１０ｍ離れた点とする。

⑦コーナーアークは、コーナーを中心点として半径２５ｃｍの 1/4 円弧を描く。

⑧交代ゾーンは、オフィシャルのある側のタッチラインの中央から両側にそれぞれ５ｍ離れた地点から、外側に向かっ
て５ｍの地点に、タッチラインと直角に８０ｃｍの線を描いたこの間のことを言う。80cm のうち３６cmをピッチ
の内側、３６cm をピッチの外側に描く。交代の際、競技者のピッチへの出入りは、それぞれのベンチ正面にある
この間で⾏う。

⑨ゴールは 横３ｍ 縦２ｍ ポストの幅は８ｃｍとする。ゴールはしっかりと固定し、ネットを取り付ける。

⑩競技場の表面は人工的なものとする。
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第２章 ボール
①ボールは、外周６２ｃｍ以上６４ｃｍ以下 試合開始時に４００ｇ以上４４０ｇ以下とする。

②空気圧は、海面の⾼さで０．４〜０．６気圧（400〜600g/cm2）とし、２ｍの⾼さから落として最初の
バウンドが５０ｃｍ以上６５ｃｍ以下であること。

③試合の途中でボールが破裂したり、⽋陥が⽣じた場合、試合を停⽌し、ボールに⽋陥が⽣じたときの地点で
交換したボールをドロップして、試合を再開する。
また、ボールがインプレー中ではなく、キックオフ、ゴールクリアランス、コーナーキック、フリーキック、ペナルティーキック
またはキックインのときにボールが破裂したり、⽋陥が⽣じた場合は、その時点で交換した上で競技規則に従って
試合を再開する。

④主審の承認を得ないで、試合中にボールと交換してはならない。

第３章 競技者

①試合は、５人以下の競技者からなる２つのチームによって⾏われる。チームの競技者のうち１人は、ゴール
キーパーである。

②競技者の交代は、国際サッカー連盟、各⼤陸連盟または各国協会レベルの公式競技会規定のもとで⾏われる
すべての試合で認められる。交代要員は、最⼤７人までとする。

③試合中に⾏われる交代の回数は、制限されない。交代で退いた競技者は、交代要員となって他の競技者と
交代してピッチに戻ることができる。
交代は、次の条件のもとに、ボールがインプレーまたはアウトオブプレー中に⾏われる。
・ピッチを出る競技者は、自分のチームの交代ゾーンから出る。
・ピッチに入る競技者も、自分のチームベンチの交代ゾーンから入る。ただし、ピッチを出る競技者が完全に
タッチラインを越えて外に出るまで、ピッチに入ることができない。
・交代要員は、出場するとしないにかかわらず、審判の権限と職権の⾏使に従わなければならない。
・交代は、交代要員がピッチ内に入ったときに完了し、その瞬間から、その交代要員は競技者となり、退いた
競技者は競技者ではなくなる。

④ゴールキーパーは、他のどの競技者とも入れ替わることができる。

⑤交代が⾏われるとき、交代する競技者がピッチから完全に出る前に交代要員がピッチ内に入った場合、プレーを
停⽌し、交代する競技者にピッチの外に出るように指示するとともに、交代要員に警告を与え、イエローカードを
示すとともに交代手続を正しくするためピッチから離れるよう命じる。
試合を停⽌したとき、ボールのあった地点で相手チームによって⾏われる間接フリーキックでプレーを再開する。

交代が⾏われるとき、自分自⾝の交代ゾーン以外の場所から交代要員がピッチ内に入る、あるいは交代する
競技者がピッチを出た場合、プレーを停⽌し、違反をした競技者に警告を与え、イエローカードを示すとともに
交代手続を正しくするためピッチから離れるよう命じる。試合を停⽌したとき、ボールのあった地点で相手チームに
よって⾏われる間接フリーキックでプレーを再開する。

⑥試合開始前に、両チームとも５人の競技者がいなければならない

⑦退場によっていずれかのチームの競技者の数が３人未満（ゴールキーパーを含む）になった場合、試合を放棄
しなければならない。

第４章 競技者の用具
①競技者は、自分自⾝あるいは他の競技者に危険となるような用具やその他のもの（あらゆる装⾝具を含む）を
⾝に着けてはならない。

②競技者が⾝につけなければならない基本的な用具は：
・ジャージまたはシャツ
・ショーツ
※サーマルアンダーショーツを着用する場合は、主な色がショーツの主な色と同色、または⿊⾊とする

・ソックス
・すね当て
・靴
※キャンパスまたは柔らかい皮革製で、靴底が飴色または白色の、ゴムまたは類似の材質で作られた
トレーニングシューズあるいは体育館用シューズのタイプのみが許される。
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③すね当ては、
・ソックスによって完全に覆われる
・適切な材質（ゴム、プラスチックまたは類似のもの）で作られている
・それ相応の保護に役⽴つ

④ゴールキーパーは、⻑いトラウザーズ（ズボン）を着用することができる。また、それぞれのゴールキーパーは、他の
競技者および審判と容易に区別のつく色の服装をする
フィールドの競技者がゴールキーパーと入れ替わる場合、本来は競技者が着用するゴールキーパーのジャージに
はその競技者自⾝の背番号を付けなければならない。
ただし、主審の承認が得られた場合は、その限りではない。

⑤本章の違反に対して、主審は、違反をした競技者にピッチから離れて用具を正すように、または⾝に付けていな
い用具を⾝に付けるように指示する。その競技者は、審判の１人に通知し、用具が適正であることが確認された
あとでなければピッチに戻ることができない。 競技者は、ボールがアウトオブプレーのときにのみ試合への復帰が認
められる。

⑥違反した競技者を警告するために主審または第２審判がプレーを停⽌した場合、 主審または第２審判
がプレーを停⽌したときにボールがあった場所から、相手側の競技者がける間接フリーキックでプレーを再開する。

⑦競技者はスローガンあるいは広告の描かれているアンダーシャツを⾒せてはならない。スローガンや広告を⾒せるた
めにジャージーを脱いだ競技者は、⼤会の主催者によって罰せられる。

⑧ジャージーには、袖がある。

第５章 主審と第２審判
①それぞれの試合は、主審によってコントロールされる。 主審がピッチに設置された場所に入ったときからその場所を
離れるまで、任命された試合に関して競技規則を施⾏する一切の権限をもつ。

②主審は
・競技規則を施⾏する
・違反をされたチームがアドバンテージによって利益を受けそうなときは、プレーを続けさせる。 しかし、そのときに
予期したアドバンテージが実現しなかった場合は、そのもととなった違反を罰する。
・タイムキーパーがいない場合、その任務を⾏う。
・競技規則のあらゆる違反に対して、それが適当であると判断された場合、試合を停⽌し、一時的に中断し、
または終結する。
・外部からのなんらかの妨害によって、試合を停⽌し、一時的に中断し、または打ち切る。
・警告や退場となる違反を⾏った競技者に懲戒措置をとる。
・不正⾏為を⾏ったチーム役員に対応し、必要であれば、それらをピッチおよびその周辺から退出させる。
・認められていない者がピッチ内に入らないようにする。
・競技者が重傷を負ったと主審が判断した場合は、試合を停⽌し、負傷者をピッチから運び出すようにする
・競技者の負傷が軽いと主審が判断した場合は、ボールがアウトオブプレーになるまでプレーを続けさせる。
・使用するすべてのボールが第２章の要件に適合していることを確かめる

②第２審判は、１名任務され、主審と反対側のサイドのピッチで任務を⾏う。第２審判は、笛を使用することが
できる。第２審判は、主審が競技規則に従って試合をコントロールすることを援助する。
その他、
・競技規則の違反に対して試合を停⽌する職権をもつ
・交代が正しく⾏われるようにする。

③プレーに関連する事実についての主審の決定は、最終である
主審または第２審判は、プレーを再開する前、または試合を終結する前に限り、その直前の決定が正しくないこ
とに気付いたとき、 あるいはその必要性があると判断した場合、決定を変えることができる。

④主審と第２審判が同時に反則の合図をし、どちらのチームを罰するかに不一致があった場合、主審の判定が
優先される。

⑤主審と第２審判は、ともに競技者に警告および退場を命ずることができる。しかし、両者の間に不一致があった
場合、主審の決定が優先される。
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第６章 試合時間
①試合は、前、後半の１０分ずつ⾏われる。
計時は、その任務が⼤会規定で指定されているチームが⾏う。
前、後半を問わず、ペナルティーキックの終了まで時間を延⻑する。

②ハーフタイムにインターバルは、15 分を越えてはならない。（本⼤会では１分としている）

第７章 プレーの開始および再開
①エンドの選択は、コイントスによって決める。 トスに勝ったチームが試合の前半に攻めるゴールを決める。

②他⽅のチームが、試合開始のキックオフを⾏う。トスに勝ったチームは、試合の後半開始のキックオフを⾏う。

③試合の後半には両チームはエンドをかわり、前半と反対のゴールを攻める。

④キックオフは、プレーを開始する、または再開する⽅法のひとつである。
・試合開始時
・得点のあと
・試合の後半開始時、キックオフから直接得点することはできない。

⑤キックオフの進め⽅は、
・すべての競技者は、ピッチの味⽅半分内にいる
・キックオフをするチームの相手チームは、ボールがインプレーになるまで 3m以上ボールから離れる
・ボールは、センターマーク上に静⽌している
・主審が合図をする
・ボールが蹴られて前⽅に移動したとき、ボールがインプレーとなる
・キッカーは、他の競技者がボールに触れるまではボールに再び触れない
・一⽅のチームが得点をあげたあと、他⽅のチームがキックオフを⾏う。

⑥他の競技者がボールに触れる前に、キッカーがボールに再び触れた場合、違反の起きた地点から⾏う間接フリー
キックを相手チームに与える。
キックオフの進め⽅のその他の違反に対してはキックオフを再び⾏う。

⑦ドロップボールは試合を再開する⽅法のひとつで、ボールがインプレーのときに、ボールがタッチラインやゴールライン
を越える前に、競技規則に他に規定されていない理由によって必要が⽣じた一時的な停⽌のあと⾏う。
主審は、プレーを停⽌したとき、ボールのあった地点でボールをドロップする。

⑧次の場合、ボールを再びドロップする：
・ボールがピッチ面に触れる前に、競技者がボールに触れる
・ボールがピッチ面に触れたあとで、競技者に触れずにピッチの外に出る

⑩自分のペナルティーエリア内で与えられた守備側チームのフリーキックは、ペナルティーエリア内の任意の地点から
⾏う。

⑪相手のペナルティーエリア内で与えられた攻撃側チームの間接フリーキックは、違反の起きた地点に最も近い
ペナルティーエリアライン上から⾏う。

⑫ペナルティーエリア内でプレーを一時的に停⽌したあとに試合を再開する場合、ドロップボールは、プレーを停⽌
したときにボールのあった位置に最も近いペナルティーエリアライン上で⾏う。

第８章 ボールのインプレーおよびアウトオブプレー
①ボールは、次のときにアウトオブプレーとなる：
・地上、空中を問わず、ボールがゴールライン、またはタッチラインを完全に越えた
・主審がプレーを停⽌した
・ボールが天井に当たる

②これ以外のすべての時間は、次の場合も含めて、ボールはインプレーである：
・ボールがゴールポスト、クロスバーから跳ね返ってピッチ内にある
・ボールがピッチ内にいる審判のいずれかに当たる
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③屋内のピッチで試合が⾏われているときにボールが天井に当たった場合、 最後にボールに触れたチームの相手
チームに与えられるキックインにより試合を再開する。キックインは、ボールが当たった天井下の場所に最も近い
タッチライン上から⾏う。

④天井の⾼さは 4m以上とする。

第９章 得点の⽅法
①ゴールキーパーを含む攻撃側の競技者が手や腕を用いて、ボールを投げ、運び、または意図的に推し進めた場
合を除き、ゴールポストの間とクロスバーの下でボールの全体がゴールラインを越えたとき、その前にゴールにボール
を入れたチームが競技規則の違反を犯していなければ、1 得点となる。

②試合中に得点の多かったチームを勝ちとする。両チームが同点か、共に無得点の場合は、試合は引き分けで
ある。

③勝利チームを決定して試合を終了させると競技会規定に規定している、またはプレーオフが引き分けで終了した
場合、次の手続きのみが考慮される。
・アウェーでの得点数
・延⻑戦
・ペナルティーマークからのキック

第１０章 反則と不正⾏為
①反則と不正⾏為は、次のように罰する：

ａ：直接フリーキック
競技者が次の６項目の違反を、不用意に、無謀に、あるいは過剰な⼒で犯したと主審が判断した場合、
直接フリーキックを相手チームに与える：
・相手競技者をける、またはけろうとする
・相手競技者をつまずかせる、またはつまずかせようとする
・相手競技者に飛びかかる
・相手競技者をチャージする
・相手競技者を打つ、または打とうとする
・相手競技者を押す
次の項目の違反をしたときも、直接フリーキックを相手チームに与える：
・相手競技者を抑える
・相手競技者につばを吐きかける
・相手競技者がボールをプレーしている、あるいはプレーしようとしているときに、ボールをプレーしようとしてすべる
(スライディングタックル)、ただし、不用意に、無謀に、あるいは過剰な⼒で⾏わない限り、自分のペナルティー
エリア内のゴールキーパーを除く
・ボールを保持しようとしてボールに触れる前に相手競技者に触れる。
・ボールを手または腕で意図的に扱う、ただし、自分のペナルティーエリア内のゴールキーパーを除く
直接フリーキックは、上記の違反の起きた地点から⾏う。
ただし、フリーキックが守備側チームに対してそのペナルティーエリア内で与えられた場合、フリーキックはペナルテ
ィーエリア内のいずれの地点から⾏ってもよい。
上記の項目の反則は、累積される反則である。

②競技者が、自分のペナルティーエリア内で上記の項目の違反を、ボールがインプレー中に犯した場合、ボールの
位置に関係なく、ペナルティーキックを与える。

③ゴールキーパーが次の項目の反則を犯した場合、間接フリーキックを相手チームに与える：
・保持していたボールを離した後、ボールがハーフウエーラインを越える前に、または相手側によって触れられるか
プレーする前に、味⽅競技者からボールを受ける
・味⽅競技者によって意図的にゴールキーパーにキックされたボールを手で触れるか手でコントロールする
・味⽅競技者がキックインしたボールをゴールキーパーが直接手で触れるか手でコントロールする
・自分自⾝のハーフ内で、４秒を超えてボールを手または足で触れるかコントロールする
競技者が次の項目の違反を犯したと主審が判断したときも、違反の起きた地点から⾏う間接フリーキックを相手
チームに与える：
・危険なプレーをする
・ボールをプレーしていないとき、意図的に相手の前進を妨げる
・ゴールキーパーがボールを手から離すのを妨げる
・競技者を警告し、あるいは退場させるためにプレーを停⽌する違反で、１０章のこれまでに規定されていない
その他の違反を犯す
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間接フリーキックは、違反のおきた地点から⾏う。ただし、その地点がペナルティーエリア内の場合、違反の起きた
地点に最も近いペナルティーエリアライン上から間接フリーキックを⾏う。

④競技者または交代要員のみにレッドまたはイエローカードが示される。
主審および第２審判は、ピッチに入ったその時から試合終了の笛を吹いたのちピッチを離れるまで、懲戒の罰則
を⾏使する権限を持つ。

⑤競技者が次の項目の違反を犯した場合、警告を与え、イエローカードを示す

１ 反スポーツ的⾏為を犯す
２ 言葉または⾏動によって異議を示す
３ 繰り返し競技規則に違反する
４ プレーの再開を遅らせる
５ コーナーキック、キックイン、フリーキックまたはゴールクリアランスでﾌﾟﾚｰを再開するとき、規定の距離を守らない
６ 主審または第２審判の承認を得ずピッチに入る、復帰する、または交代の手続きに違反する
７ 主審または第２審判の承認を得ず意図的にピッチから離れる
これらの違反があった場合、相手チームに違反の起きた地点から⾏う間接フリーキックを与える。競技規則のより
重⼤な違反を犯していなければ、警告を与える。 ただし、違反があった地点がペナルティーエリア内の場合、その
地点に最も近いペナルティーエリアライン上から間接フリーキックを⾏う。

⑥競技者が次の項目の違反を犯した場合、退場を命じ、レッドカードを示す

１ 著しく不正なプレーを犯す
２ 乱暴な⾏為を犯す
３ 相手競技者あるいはその他の者につばを吐きかける
４ 意図的に手でボールを扱って、相手チームの得点あるいは決定的な得点の機会を阻⽌する（自分の
ペナルティーエリアにいるゴールキーパーが⾏ったものに適用しない）

５ フリーキックあるいはペナルティーキックとなる違反で、ゴールに向かっている相手競技者の決定的な得点の
機会を阻⽌する

６ 攻撃的な、侮蔑的な、あるいは口汚ない発言をする
７ 同じ試合の中で２つ目の警告を受ける
競技者が他の違反を犯すことなく項目６または７の反則を犯し、退場を命じるためにプレーを停⽌した場
合、違反の起きた地点から⾏う間接フリーキックを相手チームに与え、試合を再開する。ただし、その地点がペナ
ルティーエリア内の場合、その地点に最も近いペナルティーエリアライン上から間接フリーキックを⾏う。

⑦退場を命じられた競技者は、以後その試合に復帰することはできないし、交代ベンチに着席することも許されな
い。退場の後、完全に２分間が経過する前に得点がない場合、２分間が経過した後に補充の競技者は試合
に入ることができる。補充のために入る競技者は第２審判の承認を得るものとする。
２分間経過する前に得点があった場合、次を適用する：
・競技者が５人対４人のとき、人数の多いチームが得点した場合、４人のチームは５人目の競技者を補充
できる
・両チームがともに４人の競技者でプレーしているとき、得点のあった場合には、両チームとも同じ数の競技者の
ままとする
・５人対３人あるいは４人対３人の競技者でプレーしているとき、人数の多いチームが得点をした場合、３人
のチームは１人だけ競技者を補充できる
・両チームがともに３人の競技者でプレーしているとき、得点のあった場合には、両チームとも同じ数の競技者の
ままとする
・人数の少ないチームが得点した場合には、そのままの人数で試合を続ける

⑧第１０章の規定に関連して、ボールがハーフウェーラインを越える、または相手競技者が触れるかプレーしていれ
ば、競技者は頭や胸、膝などを使って味⽅のゴールキーパーにボールをパスすることができる。
しかし、競技者が規則の裏をかくために意図的に策略を用いたと主審または第２審判が判断した場合には、
その競技者は反スポーツ的⾏為を犯したことになる。競技者に警告を与え、イエロ－カードを示し、違反の起きた
場所から⾏う間接フリーキックが相手チームに与えられる。
これらの場合、ゴールキーパーがそのボールに手で触れたか否かは関係しない。
第１０章の条⽂とその精神に反する策略を試みた競技者によって反則がなされたのである。

⑨相手の安全に危険を及ぼすようなタックルは、著しく不正なプレーとして罰せられる。

⑩ピッチ上のどこであっても、主審を欺くことを意図したシミュレーションは、全て反スポーツ的⾏為として罰せられる。

⑪得点を喜ぶためにジャージーを脱いだ競技者は、反スポーツ的⾏為で警告されなければならない。
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第１１章 フリーキック
①フリーキックには、直接と間接がある。
直接、間接フリーキックのいずれの場合も、キックが⾏われるときボールは静⽌しており、キッカーは、他の競技者
がボールに触れるまで再びボールに触れてはならない。

②直接フリーキックが⾏われ、ボールが相手ゴールに直接入った場合、得点となる

③間接フリーキックはボールが相手ゴールに入る前に、他の競技者に触れた場合にのみ、得点となる

④相手競技者は、ボールがインプレーとなるまで、ボールから 5m以上離れる。
守備側ﾁｰﾑがそのチームのペナルティーエリアからフリーキックを⾏うとき、すべての相手競技者は、そのペナルティー
エリアの外にいる。ボールは、けられるか触れられてペナルティーエリアから出たのちインプレーとなる。

⑤フリーキックを⾏うとき、相手競技者が規定の距離よりボールの近くにいる場合はキックを再び⾏う

⑥ボールがインプレーとなって、他の競技者に触れる前に、キッカーが再びボールに触れた場合、違反の起きた地点
から⾏う間接フリーキックを相手チームに与える。ただし、その地点がペナルティーエリア内の場合、 その地点に
最も近いペナルティーエリアライン上から間接フリーキックを⾏う

⑦フリーキックを⾏うチームがキックを⾏うのに４秒を超えた時間を要した場合、間接フリーキックを相手ﾁｰﾑに与える

⑧直接フリーキックのシグナル
主審は、キックが⾏われる⽅向に向けて一⽅の腕を⽔平に伸ばす。反則が累積される、反則である場合、
主審は、他⽅の手の人差し指でピッチ面を指し、オフィシャル机にいる試合役員に、それが累積される反則として
数えられることを知らせる。

⑨間接フリーキックのシグナル
主審および第 2 審判は、一⽅の腕を頭上に上げて、間接フリーキックであることを示し、キックが⾏われ、その
ボールが他の競技者に触れるかまたはアウトオブプレーになるまで、その腕を上げ続ける。

第１２章 累積ファウル
①累積ファウルは第１０章の直接フリーキックで罰せられた反則である
・各チームが犯した前、後半それぞれ５つまでの累積される反則を試合記録に記録する
・主審および第２審判は、そのチームがまだ５つの累積ファウルを犯していない場合で相手チームが決定的な
得点の機会を阻⽌されていない場合、 アドバンテージ・ルールを適用することにより、プレーを続けさせることが
できる。
・主審または第２審判は、アドバンテージ・ルールを適用した場合、ボールがアウトオブプレーになったときに、
すみやかにオフィシャルに必須のシグナルを用いて累積ファウルを示す。

②試合が累積ファウルで停⽌された場合、その数が前、後半、それぞれ各チーム 5 つまでは、
・相手チームの競技者は、フリーキックに壁を作れる
・相手チームの競技者は、ボールがインプレーになるまで、5m以上離れる
・このフリーキックから直接相手ゴール得点することができる

前、後半、それぞれ各チームの累積される反則が、６つめを記録してからは、
・相手チームの競技者は、フリーキックに対して壁を作れない
・フリーキックを⾏う競技者は、正しく特定される
・ゴールキーパーは、自分のペナルティーエリア内で 5m以上ボールから離れなければならない
・その他の競技者は、ピッチの中のペナルティーエリアの外で、ゴールラインと平⾏なボールの位置に引かれた仮想
ラインの後⽅に留まらなけらばならない。かつ、ボールから 5m以上離れなければならず、キックをする競技者を
妨げてはならない。また、ボールに触れるかプレーされるまで、競技者は仮想ラインを越えてはならない

③累積される反則６つ目およびそれ以降は、
・フリーキックを⾏う競技者は、他の競技者にボールをパスすることなく得点を狙ってキックする
・フリーキックが⾏われたのち、ゴールキーパーがボールに触れるかゴールポストかクロスバーから跳ね返る、あるいは
ピッチの外に出たあとでなければ、競技者はボールに触れることができない
・ゴールラインか 6m 以内でフリーキックを⾏わない(11 章参照)。通常間接フリーキックとなる反則がペナルティー
エリア内で犯される場合、違反の起きた地点に最も近いペナルティーエリアライン上からフリーキックを⾏う
・相手チームのハーフ内あるいは味⽅ハーフ内のゴールラインから 10m の第２ペナルティーマークの位置に引かれ
るハーフウエーラインと平⾏な仮想ラインより前⽅で、それぞれのチームの６つ目となる反則を犯したとき、第１章
に定める第２ペナルティーマークから、フリーキックを上記の”フリーキックの位置”にしたがって⾏う
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・競技者の味⽅ハーフ内の 10m仮想ラインとゴールラインとの間で、それぞれチームが６つ目の反則を犯したと
き、フリーキックを与えられたチームはキックを第２ペナルティーマークから⾏うか、あるいは違反のおきた地点から⾏
うか選択できる（図２参照）

図②

④守備側チームの競技者が本章に違反した場合：
・得点にならなかった場合は、キックを再び⾏う
・得点になった場合は、キックを再び⾏わない

⑤キックを⾏う競技者の味⽅競技者が本章に違反した場合：
・得点になった場合は、キックを再び⾏う
・得点にならなかった場合は、キックを再び⾏わない

⑥キックを⾏う競技者が、ボールがインプレーになったのち、本章に違反
した場合、
・違反の起きた地点から⾏う間接フリーキックを相手チームに与える。ただし、その地点がペナルティーエリア内の
場合、その地点に最も近いペナルティーエリアライン上から間接フリーキックを⾏う

⑦守備側ﾁｰﾑの競技者と攻撃側チームの競技者がこの競技規則に違反した場合、フリーキックは再び⾏われる。
ボールが前⽅にプレーされたのち、何か外部からの物に当たった場合、フリーキックは、再び⾏われる。
ボールがゴールキーパー、クロスバーあるいはポストから跳ね返ったのち外部からの物に当たった場合、主審または
第２審判はプレーを停⽌し、ボールが外部からのものに当たった場所でドロップボールによりプレーを再開する。

第１３章 ペナルティーキック
①直接フリーキックとなる違反を自分のペナルティーエリアの中で、ボールがインプレー中に犯したとき、相手チームに
ペナルティーキックを与える。ペナルティーキックから直接得点することができる。

②前、後半の終了時および延⻑戦の前、後半の終了時に⾏うペナルティーキックのために時間を追加する。

③ボールはペナルティーマーク上に置き、ペナルティーキックを⾏う競技者を特定する。守備側のゴールキーパーは
ボールが蹴られるまで、キッカーに面して両ゴールポストの間のゴールライン上にいなければならない。

④キッカー以外の競技者は、ピッチ内にとどまり、ペナルティーエリアの外でペナルティーマークの後⽅に位置し、ペナル
ティーマークから 5m以上離れなければならない。

⑤ペナルティーキックを⾏う競技者は、ボールを前⽅に蹴り、ボールが他の競技者に触れるまで、キッカーは再び
ボールをプレーしてはならない。
ボールがけられて前⽅へ移動したとき、インプレーとなる

⑥ペナルティーキックを通常の時間内に⾏う、あるいは前･後半の時間を延⻑して⾏う。あるいは再び⾏うとき､
ボールが両ゴールポストとクロスバーの下を通過する前に､次のことがあっても得点が与えられる。
・ボールが両ゴールポスト、クロスバー、ゴールキーパーのいずれか、あるいはそれらに触れる

⑦守備側競技者が本章に違反した場合、
・得点にならなかった場合は、キックを再び⾏う
・得点になった場合は、キックを再び⾏わない

⑧キックを⾏う競技者の味⽅競技者が本章に違反した場合、
・得点になった場合は、キックを再び⾏う
・得点にならなかった場合は、キックを再び⾏わない

⑨キックを⾏う競技者がボールがインプレーになったのち、競技規則に違反した場合、違反の起きた地点から⾏う
間接フリーキックを相手チームに与える、ただし、その地点がペナルティーエリア内の場合、その地点に最も近い
ペナルティーエリアライン上から間接フリーキックを⾏う

第１４章 キックイン
①キックインは、プレーを再開する⽅法のひとつである。キックインから直接得点することはできない。

②キックインは、次のように与える。
・地上、空中問わず、ボールの全体がタッチラインを越えたとき、または天井に当たったとき
・ボールがタッチラインを越えた地点から
・最後にボールに触れた競技者の相手競技者に
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③ボールは、タッチライン上に静⽌させ、プレーに戻すため、任意の⽅向にけり入れる
④キックインを⾏う競技者は、ボールをキックするとき、いずれかの足の一部をタッチライン上、またはタッチラインの外
のピッチ面につける

⑤守備側のチームの競技者はキックインを⾏う地点から 5m以上離れなければならない。

⑥キックインを⾏う競技者は、
・ボールを保持してから 4秒以内にキックインを⾏う
・キックインを⾏う競技者は、他の競技者がボールに触れるまで再びボールに触れることはできない
・ボールは、ピッチに入ったとき（＝ライン上に乗ったとき）、直ちにインプレーとなる

⑦次の場合、間接フリーキックを相手チームに与える
・他の競技者がボールに触れる前に、キックインを⾏った競技者がボールを再び触れたとき、間接フリーキックは、
違反の起きた場所から⾏われる

⑧次の場合、相手チームの競技者が再びキックインを⾏う
・キックインを正しく⾏わない
（ボールが静⽌していない、軸足がタッチラインの内側に完全に入る）
・ボールがタッチラインを越えた地点以外の場所からキックインを⾏う
・キックインを⾏う競技者が、ボールを保持してから４秒以内にキックインを⾏わない
・その他、本章に違反する

⑨相手競技者がキックインを正しくできないように⼲渉する、または妨害した場合、その競技者は、反スポーツ的⾏
為で警告されイエローカードを示される。

第１５章 ゴールクリアランス
①ゴールクリアランスは、プレーを再開する⽅法のひとつである。ゴールクリアランスから直接得点することはできない。

②次のとき、ゴールクリアランスを与える
・攻撃側のチームの競技者が最後にボールに触れて、地上、空中を問わず、ボールの全体がゴールラインを越
え、第９章による得点とならなかった。

③ゴールクリアランスとは、守備側チームのゴールキーパーがペナルティーエリア内の任意の地点からボールを投げるこ
とである。
･ボールがインプレーになるまで、相手競技者はペナルティーエリアの外にいる
･ボールが他の競技者に触れるまで、ゴールキーパーはボールを再びプレーしない。
･ボールがペナルティーエリアの外に直接投げられたとき、ボールがインプレーとなる。

④ボールがペナルティーエリアの外に直接投げられなかった場合、ゴールクリアランスを再び⾏う

⑤ボールが一度インプレーとなり、相手競技者が触れる、あるいはハーフウェーラインを越える前に、ゴールキーパーが
再びボールに触れた場合、違反の起きた場所から⾏う間接フリーキックが相手チームに与えられる。

⑥ゴールキーパーがボールを保持してから４秒以内にゴールクリアランスを⾏わなかった場合、間接フリーキックを相
手チームに与え、違反が起きた地点に最も近いペナルティーエリアラインからキックを⾏う。

第１６章 コーナーキック
①コーナーキックは、プレーを再開する⽅法のひとつである。

②コーナーキックから、相手チームのゴールに限り、直接得点することができる。

③コーナーキックは、守備側チームの競技者が最後にボールに触れ、ピッチ上または空中にかかわらず、ボールの全
体がゴールラインを越え、第９章による得点とならなかったときに与えられる。

④ボールは、出たところに近い⽅のコーナーアークの中に置かれる。
･相手競技者は、ボールがインプレーになるまでコーナーアークから 5m以上離れる。
･攻撃側の競技者がボールをける。
･ボールは、けられるか触れられたのち、インプレーとなる。
･キッカーは、他の競技者がボールに触れる前に、再びボールを触れてはならない。
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⑤次の場合、間接フリーキックが相手チームに与えられる。
・他の競技者に触れる前にコーナーキックを⾏った競技者がボールを再びプレーした場合、間接フリーキックは、違
反の起きた場所から⾏われる。
・コーナーキックを⾏う競技者がボールを保持してから４秒以内にコーナーキックを⾏わない場合、相手チームのゴ
ールクリアランスから再開される。
・その他の違反に対しては、コーナーキックが再び⾏われる。

特に注意すべき点
①キックオフ
キックオフは必ずボールを前⽅に出さなければなりません．守らない場合、もう一度やり直しになります．

②キックインファール
●ボールをライン上に静⽌しないと×．（よくライン上に乗ってないケースを⾒かけます）
●軸足（蹴り足ではない⽅の足）がコート内側にラインを完全に超えると×．
（軸足がコート外にあるかラインにかかっていれば OK です）

●ボールを蹴れる状態から 4 秒以内に再開しましょう．
（タッチライン上にボールを置いてなくても、「いつでも置いて始められる」と主審が判断したらカウントが始まります）

以上のことを守らないと、相手ボールからのキックイン再開となります．
※キックインファールではありませんが、相手側選手はボールより 5m離れなければなりません．
故意に離れない場合は、遅延⾏為・規定距離を守らないとして警告の対象になります．

③交代ルール
●交代時は、交代ゾーンを守りましょう．ベンチ前に 5m枠の交代ゾーンがあります．
交代はサッカーとは違いレフリーに申し出る必要はありません．インプレー中でも交代 OK です．
また交代時は中にいる選手が外に出てから、ベンチの選手が中に入らなければなりません．
逆の場合、コート内に 6人の選手がいることになりますので、中に入った選手は警告の対象となります．

④キーパーへのバックパスルール
●キーパーは味⽅選手の足で出した意図的なパスを手で扱うことが出来ません．
●キーパーから出たボール（スローでもキックでも）は、相手選手がボールに触れない限りキーパーに戻した場合、
バックパスになります。

つまりキーパーへ戻せる場合は、自陣でも相手陣内でも相手選手にボールを取られてから取り返せればキーパー
へパスが認められます．ボールを相手に当てて外に出し、キックインからキーパーへパスが出せます．
以上のことを守らないと、相手ボール間接フリーキックからの再開となります．
このことがペナルティーエリア内で起きた場合は、ボールは一番近いエリアライン上からとなります．
その外の場合は、その時点から再開となります．

⑤ゴールクリアランスについて
ゴールクリアランスとは、サッカーで言うゴールキックに相当するものですが、フットサルの場合、キーパーがボールを手で
投げて再開します．相手ゴール前まで投げても OK です．
この時、キックからの再開は×です．また味⽅選手はエリア外でボールを受けなければなりません．
以上のことを守らない場合、もう一度やり直しをすることが出来ます．
但し、繰り返し⾏為は遅延⾏為として警告の対象となります．

参考）ゴールクリアランスはアウトオブプレー時の再開⽅法であって、インプレー中はキーパーはスローでもキックでも OK です．
参考）キーパーからのボールを味⽅選手が受けて、そのままキーパーへパスを出しキーパーが受けた場合、バックパスとなり、反則となります．

⑥スライディングファールについて
スライディングタックルはこれまで禁⽌されていましたが、今回の改正からファールではなくなりました。
ただし、不用意に、無謀に、過剰な⼒で⾏われた場合は当然ファールとなります。

※ゴールキーパーのスライディングタックルについて
・ペナルティーエリア内でのボールへのスライディングタックルは過剰な⾏為でない限り、反則にはなりません．
・ペナルティーエリア外でのスライディングタックルは反則となり、少なくとも警告は覚悟しなければなりません．
また得点機会の阻⽌に当たる⾏為は退場となります．
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⑦ハンドリングについて
ボールを手で扱うことは出来ません．
サッカー・フットサルでは一番有名なファールですが、解釈を間違えている選手も多いので説明します．
ボールが手に当たったのと、ボールを手で扱うのとでは意味が違います．後者が反則⾏為となります．レフリーから
⾒て、ボールが選手の手に当たっただけと⾒なせば、反則として取らない場合がほとんどです．

⑧４秒ルール
４秒ルールが適用されないのは、キックオフとＰＫだけです。あとは全て４秒ルールが適用されます。

・キックイン …キッカーが「いつでもキックインできる状態である」と判断したらカウントを始めてください。
別にボールがライン上に乗っていなくてもカウントを始めてもＯＫ。

・フリーキック…特にセレモニー（壁の位置確認のために笛でストップさせる）がない場合はキッカーがキッ
クできる状態と判断すればカウントしてください。
セレモニーを⾏った場合は、再開の笛を吹いてからカウントを始めてください。

・コーナーキック…キックインと同様に。

・ゴールクリアランス…キーパーがいつでもスローできる状態と判断したらカウントを始めてください。

・自陣エリア内におけるキーパーのプレー…ペナルティーエリアの内外にかかわらず、自陣エリア内でボー
ルを保持している場合はプレー開始からカウント。

◆たまに起こりうる事例◆

●キックインが誰にも触れずに直接相手ゴールにゴールインしてしまった．

→ゴールとして認められません．相手ゴールクリアランスからの再開です．
●キックインが誰にも触れずに直接味⽅ゴールにゴールインしてしまった．

→（オウン）ゴールとして認められません．相手側コーナーキックからの再開です．
●ゴールクリアランスが誰にも触れずに直接相手ゴールにゴールインしてしまった．

→ゴールとして認められません．相手ゴールクリアランスからの再開です．
●ゴールクリアランスが誰にも触れずに直接味⽅ゴールにゴールインしてしまった．

→ゴールとして認められません．再度やりなおしです．
●コーナーキックが誰にも触れずに直接相手ゴールにゴールインしてしまった．

→ゴールです．
●コーナーキックが誰にも触れずに直接味⽅ゴールにゴールインしてしまった．

→（オウン）ゴールとして認められません．相手側コーナーキックからの再開です．
●インプレー中、キーパーから投げたボールが誰にも触れず直接相手ゴールにゴールインしてしまった．

→ゴールとして認められません．相手ゴールクリアランスからの再開です．
●インプレー中、キーパーから蹴ったボールが誰にも触れず直接相手ゴールにゴールインしてしまった．

→ゴールです．

フットサル競技規則 ２０１０／２０１１ ⼤きな変更点

●キックオフゴールは全ての種別において認められない。
→これまでは認められていたが、今回の改正により認められなくなった。

●スライディングタックルについては、不用意に、無謀に、過剰な⼒で⾏われていなければファールにはならない。
→これまで、ボールをプレーしている選手に対してのスライディングタックルは、それがボールに対するプレーであったとし
てもファールとされていたが、今回の改正では特にファールとはみなされなくなった。
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●ＧＫへのバックパスについて
ＧＫが自陣エリア内でボールに対してプレーした場合、相手選手がそのボールに触れることなく再びＧＫがボールを
受けた場合、そのプレーした地点から相手チームの間接フリーキックが与えられる。
→これまでは「ボールが相手選手に触れるかハーフウェーラインを越えた場合」であれば、バックパスとはならなかった
が、今回の改正により「ハーフウェーラインを越えた場合」という部分が削除された。

●コーナーキックにおける反則について
コーナーキックが４秒を超えてプレーされない場合、相手チームのゴールクリアランスとする。
→これまでは４秒を超えた場合、その地点から相手チームの間接フリーキックで再開となっていたが、ゴールラインを
割っているということから相手チームのゴールクリアランスとなった。

確認事項

●キックインについて、以下の違反があった場合、相手チームの間接フリーキックとなる
・ボールがラインから完全に離れている
・ボールが静⽌していない状態でキックインを⾏う
・ボールに触れる足と逆の足（軸足）が完全にラインを越え、ピッチ内に入っている
・ボールが一度もピッチ内に入らないままピッチの外に動いた場合


