
 

広島地区高体連版 テーブル・オフィシャルズ・マニュアル 
広島地区高体連審判部 

１ＴＯの任務と配置 

名  称 主 な 任 務 

スコアラー 
スコアシートの記録，審判への合図（タイムアウト，交代） 

ポゼション・アロー（矢印）の表示，操作 

アシスタント・スコアラー 得点盤の操作，スコアラーの補佐，ファウル回数の表示 

タイマー ゲーム・クロックの操作，タイムアウトの計測 

ショット・クロック・オペレイター ショット・クロックの操作 
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２スコアラーの任務 
１．スコアラーの主な仕事 

○スコアシートの記入  ○タイムアウト，交代の審判への合図，連絡  ○ポゼション・アローの表示 

 

２．全般的注意事項 

○審判との連携を密にとること。 

○「確認の合図」は審判と目を合わせて，｢わかりました｣という気持ちを出すこと。 

【ＯＫサインのジェスチャー】を確実に。 

○スコアシートの記入が終わり次第，少しでも早くコートに目を向けること。 

○電光掲示板の得点とランニング・スコアを常に照合すること。もし食い違いがあり，スコアシートが正し

ければ，直ちに電光掲示板をアシスタント・スコアラーに訂正させる。 

○交代選手をしっかり確認してチェックを確実に行なう。 

 

３．ゲームが始まってから 

（１）合図・連絡 

① プレーヤーの５回目のファウル，プレーヤーの２回目のアンスポーツマンライク・ファウル，コーチ

自身の２回目のテクニカル・ファウルまたはベンチも含め３回目のテクニカル・ファウルが宣せられ

たら，直ちに合図をして審判に知らせる。 

② 審判がタイムアウトを宣したら，１回のタイムアウトをそのチームに記録する。 

一方のチームが前半に２回，後半に３回のタイムアウトをとったときは，審判に知らせる。 

※第 4Ｑの最後の 2分間には 2回までしかタイムアウトをとることができない 

延長のときは時限毎に１回ずつしかタイムアウトをとることができない 

③ 各延長は第４Ｑの続きなので，チーム・ファウルは第４Ｑに続けて数える。 

（２）タイムアウト，交代の請求 

ケース 
タイムアウトが 

認められるチーム 
交代が認められるチーム 

審判が笛を鳴らしたとき 

ファウル，バイオレーション 

ジャンプボール・シチュエイション 

プレーヤーの負傷などによる中断 

両チーム 両チーム 

フィールドゴールの直後 得点されたチーム 

どちらも認められない 

第4Ｑと各延長の最後の 

2 分間は得点されたチーム 

最後のフリースローが成功した直後 

後にセンター・ラインの延長からのスロ

ーインが与えられる場合は，成功しなか

った場合も含む 

両チーム 両チーム 



 

合図（合図器具とジェスチャー） 

ブザー（またはホーン，笛）を3 秒程度

鳴らしたあとに合図をする（座ったまま

で） 

 
 

※ タイムアウトまたは交代が認められる時機は，ゴールのあと，得点されたチームのプレーヤーがスロ

ーインのボールを手にする前まで。 

第 4 Ｑまたは延長の最後の 2 分間に，得点されたチームの交代があったときは，相手チームの交代も

認められる。 

交代の合図は，同時であれば何人交代しても（両チームにわたっていても）１回でよい。交代に時間差

がある場合は，その都度合図器具を鳴らす。 

タイムアウトやインタヴァルの間に申し出のあった交代については合図器具を鳴らさない。 

タイムアウトの請求時に交代の申し出もある場合はタイムアウトの合図のみを行なう。 

審判の笛のあとの合図は，審判がバイオレーションやファウルの伝達を終えてからすみやかに行う。次

のようなときは，合図は次の機会まで控える。 

・フリースローの場合，審判が1 投目のボールをシューターに与えたとき 

・スローインの場合，審判がスローインするプレーヤーにボールを与えたとき 

フィールドゴールやフリースローの後の合図は，事前に請求や申し出があればゴールされた瞬間に行

う。 

【ボールの状態：ライブとデットを把握しておく】 

ゴール後に請求や申し出があった場合はすみやかに合図を行う。 

 

４．時限の終了時及び終了後 

（１）時限の終わり 

各Ｑが終わったとき両チームの得点を記入する。 

（２）スコアシートの最終処理  

試合終了後，速やかにスコアを締める。各役割がサインをする。その後，審判のサインをもらう。 

 

５．スコアシートの記録 

（１）試合開始までの記入事項 

    ゲーム開始５分前に以下のことを確認し，記入する。 

  ① 各チームがスコアシートに各プレーヤーの氏名，ユニフォームの番号が記入されていることを確認し，

最後に記載されたプレーヤーの下の行に横線を引き，さらにファウルの欄に斜線を引く。（下図参照） 

 

選手氏名 Name Of Players No. Pl- in ファウル Fouls 

1  4       

（中略）      

15 〇〇 〇〇 18       

16         

17         

18         

コーチ Coach：   □□ □□ サイン：Signature 

□□ 
   

A.コーチ A.Coach： △△ △△    

 

② コーチの申し出に従い，キャプテンの氏名の後ろに（ＣＡＰ）と記入する。（スコアラーが記入） 

③ コーチは記入されているチームメンバーの氏名・番号を確認し，スターティング･メンバーのＰｌ－

ｉｎ欄に小さな×を黒色で記入し，サインをする。（コーチが記入） 

（チームＡ，チームＢの順に） 

試合開始の直前に以下のことを確認し，記入する。 

④ スコアラーはスターティング･メンバーに間違いがないことを確認してＰｌ－ｉｎ欄の×に赤色で○

をつける。事前の申し出と，違いがあれば直ちに審判に連絡する。 

 



 

（２）試合中，試合終了後の記入事項 

    試合中は，アシスタント・スコアラーと協力し，以下のことを記入する。 

   ※ 第１Ｑと第３Ｑは赤色で，第２Ｑと第４Ｑ（延長を含む）は黒色で記録する。直線は，全て定規

を使ってきれいに引く。又，間違えた場合には，その箇所を定規で二重線を引き，その横に正しいも

のを記入する。 

  ① タイムアウトの欄 

  （ア）タイムアウトの欄には，経過時間を記入する（例：残り３分２１秒の場合 → ７）。 

使わなかった欄には黒色の二本線を引く。 

  （イ）第 4Ｑの残り 2分までに後半のタイムアウトが一つも取られなかった場合は，後半のタイムアウト

の欄の一つ目に黒色の二本線を引く。 

② ファウルの欄 

（ア）ファウルの種類を表す文字（③を参照）を記入。 

（イ）フリースローが含まれる場合はその数を右下に書き添える。 

（ウ）第２Ｑ終了時および試合終了時に使用した枠の周囲に，黒色のペンで太い線を引く。 

（エ）ゲームの終わりに使わなかった枠に黒色で横線を引く。 

③ ファウルの種類を表す文字 

プレーヤーに記録されるファウル（チーム・ファウルとして数える） 

Ｐ…パーソナル･ファウル 

Ｔ…テクニカル･ファウル 

Ｕ…アンスポーツマンライク･ファウル 

Ｄ…ディスクォリファイング･ファウル 

コーチに記録されるファウル（チーム・ファウルとして数えない） 

Ｃ…コーチ自身のスポーツマンらしくない振る舞いに対するテクニカル･ファウル 

Ｂ…アシスタント･コーチ，交代要員，チーム関係者のテクニカル･ファウル 

ファイティングによる失格・退場  

Ｆ…失格・退場 

そのプレーヤーのファウルが４個以下ならば，残りのすべての枠にＦを記入する。すでに５個の

ファウルが記録されていたときは，最後の枠の横にＦを記入する。 

④ チーム・ファウルの欄 

（ア）プレーヤーにファウルが記録されるたびに数字を×で消していく。 

コーチに記録されるファウルは，チーム･ファウルとして数えない。 

⑤ ランニング・スコアの欄 

（ア）得点合計の数字を斜線（／）で消し，得点した選手の番号を記入する。３点の場合は，得点した選

手の番号を○で囲む。フリースローの場合は，得点合計の数字を●で消し，得点した選手の番号を記

入する。（不成功だった場合は記入しない） 

（イ）各Ｑの終了は得点合計の数字を○で囲み，下に１本の太線を引く。 

（ウ）各Ｑが終わるごとに右下の得点欄に各Ｑの得点を記入しておく。（黒色で） 

（エ）試合終了時には，最終合計得点の数字を○で囲み，下に２本の太線を引く。 

その後の使わなかった欄は黒色で斜線（＼）を引く。 

（オ）スコアシート下段のスコアに，第４Ｑ（または延長）の得点を黒色で記入する。 

延長のスコアは，延長を行わなかったときは得点に引く斜線（／）と同じぐらいの大きさの斜線（／）

を引く。 

延長を行ったときは，何度行っても得点を合計して記入する。 

（カ）最終スコアを記入する。（得点の合計を計算ミスしないように） 

（キ）勝利したチームのチーム名を「勝者チーム」の欄に記入する。 

   （チームＡ，Ｂに記入したチーム名で記入すること） 

（３）延長時限の場合の注意 

① 延長時限は第４Ｑの続きと見なすので，チーム・ファウルは第４Ｑに続けて数える。 

② タイムアウトは１回の延長につき，各チームが１回ずつとることができる。 

③ 何度行っても得点を合計して記入する。 

 

 

 

 

 

 



 

（４）審判の合図・シグナル 

テクニカル・ 

ファウル 

アンスポーツライク・ 

ファウル 

ディスクォリファイング・ 

ファウル 

   

 

６．ポゼション・アロー（矢印）の操作 

ゲーム中，以下の要領に従って，次にボールが与えられるチームを矢印で表示する。 

① ゲーム開始時のジャンプボールのあと，どちらかのチームがコート内でボールをコントロールしたら，

すみやかにそのチームの相手チームの攻撃する方向を矢印で示す。 

（それまでは矢印を表示しない。または中立の状態にしておく） 

② その後は，ジャンプボール・シチュエイションが起きてオルタネイティング・ポゼション・ルールによ

るスローインが終わるたびにすみやかに矢印の向きを逆にする。（早すぎてはいけない） 

〔注意〕「オルタネイティング・ポゼション・ルールによるスローインが終わる」とは次のいず

れかの場合を言う。 

○スローインされたボールがコート内のプレーヤーに触れる。 

○スローインするチームにバイオレーションが宣せられる。 

○スローインされたボールがバスケットにはさまったりのったりする。 

③ 第２Ｑ以降（延長時限を含む）は，オルタネイティング・ポゼション・ルールによるスローインで始ま

るので，インタヴァルとハーフ・タイムの間も矢印は表示しておく。 

第２Ｑ終了時はすみやかに矢印の向きを変える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「オルタネイティング・ポゼション・ルール」とは 

 

現在の競技規則では，ジャンプボールはゲーム開始時に一度だけ行うが，かつては，各競技時間の最初

や，ヘルド・ボール，ダブル･ファウルの場合などにもジャンプボールを行っていた。このように，以前

の競技規則ならばジャンプボールを行っていた状況のことを「ジャンプボール・シチュエイション」とい

う。オルタネイティング･ポゼション・ルールとは，ジャンプボール・シチュエイションが起こるたびに，

両チームに交互にスローインのボールを与えるというルールである。 

 

alternating ＝ 交互の   possession ＝ 所有 



 

３アシスタント・スコアラーの任務 
１．ゲーム開始前 

○プレーヤー・ファウル，チーム・ファウルの電光表示装置が正確に作動するか確認する。 

 積み上げ式や手札での表示の場合は，必要な物がそろっているか，確認する。 

 

２．ゲームが開始されてから 

○各プレーヤーにファウルが宣せられるたびに，ファウル標識を使ってそのプレーヤーの何回目のファウル

であるか，そのチームのそのＱでの何回目のプレーヤー･ファウルであるかをスコアラーと確認してその回

数を表示する。表示は，会場全体に，はっきりとわかるように速やかに行ない，一定時間（約５秒間位）

表示を続ける。 

○ダブル・ファウルの場合は，審判の合図に対して，先にスコアラーの左側Ａチームのプレーヤーのファウ

ル，チーム・ファウルを示し，その後で右側Ｂチームのプレーヤーのファウル，チーム・ファウルを示す。 

○チーム・ファウルの罰則によるフリースローを与えるかどうかで誤解を招くことの無いよう，次のように

行なう。 

①４回目のファウルの合図のときに「４」（ファウルの個数）を表示。 

②その後に，ボールがライブになったときに「赤い標識」を表示。 

③５回目のファウルの合図のときに「５」（ファウルの個数）を表示。 

④６回目以降は「５」を表示し続ける。 

※積み上げ式表示器具で，赤い標識の後に「５」が出ないときは③・④を省略する。 

赤い標識の表示のタイミングは早すぎても遅すぎてもいけない。 

○電光掲示板へのタイムアウトの表示を次のように行う。 

  ①ケース１ 残り 2:00 以降で 1 回目のタイムアウトが認められたとき 

残り2:01 までの表示 

（タイムアウト0回） 

残り2:00 以降で1 回目が 

認められたときの表示 
凡例 

 

○ ○ ○ 

 

● ● ○ ●点灯 ○無点灯 

②ケース２  残り2:00 以降で2 回目のタイムアウトが認められたとき 

残り2:01 までの表示 

（タイムアウト0回） 

残り2:00 以降で1 回目が 

認められたときの表示 
凡例 

 

● ○ ○ 

 

● ● ○ ●点灯 ○無点灯 

 

３．スコアラーへの協力 

○得点やファウルのたびに，プレーヤーの番号，得点合計，ファウルの回数を声に出してスコアラーに知

らせる。 

例：「８番，３ポイント，３７対３５」  「５番，３回目，チーム５回目」 

○スコアラーが記入のためにプレイから目を離しても，Ａ・スコアラーの声で何が起こっているのかがわか

るよう，ゲームの解説者の気持ちでスコアラーに協力する。 

 

４．その他の仕事 

○自分の右側（Ｂ）のチームから交代やタイムアウトの請求に注意し，申し出があった場合はすばやくスコ

アラーに知らせる。 

【認められないときは，「次の機会に取ります」と自信を持って返答できるようにする】 

○各Ｑが終了したとき，および各インタヴァルが終了したときに，素早く次の時間をセットする。 

○チームからファウルの数や得点の確認がきたら、デットの時に対応する。 

【ライブの状態では「後で確認します！」とはっきり断る】 

 

 

 

 

 

 

 



 

４タイマーの任務 
１．ゲームの開始前 

○ゲーム・クロック用電光表示装置の作動状況を確認する。ゲーム開始１０分前から電光掲示により，計測

する。 

○規則に従ってスコアラーが両チームのスターティング･ファイブを確認し，コーチのサインを受けられる

ように，ゲーム開始時刻５分前をスコアラーに知らせる。 

○タイムアウト用のストップ･ウォッチを確認しておく。 

 

２．競技時間，インタヴァル，ハーフ・タイム，延長の時間とインタヴァル中の仕事（ブザー） 

試合前 １Ｑ インタヴァル ２Ｑ ハーフ・タイ
ム ３Ｑ インタヴァル ４Ｑ インタヴァル 延長 インタヴァル 延長

10 10 2 10 10 10 2 10 2 5 2 5

 
 

 

 

 

 

 

３．ゲームが開始されてから 

（１）動作  

○ゲーム・クロックを動かし始める合図は，その瞬間に上げていた手を握って下ろす。止める時の合図は，

その瞬間に手を開いて頭上に上げる。 

○フリースローの時は，最後のフリースローが行なわれるときに手を上げる。 

○審判がタイムアウトを宣した後にタイムアウト用のストップ・ウォッチで１分を計りはじめる。５０秒経

過，６０秒経過の２回にわたり合図器具を鳴らす。 

タイムアウト終了のブザーとともに，手を上げる。 

タイム・イン 

（ゲーム･クロックを動かし始める） 

タイムアウト 

（ゲーム･クロックを止める） 

 
その瞬間に上げていた手のひらを握って

下ろす 

審判の合図（右図）にあわせる 

 
その瞬間に手を開いて頭上に上げる 

 

（２）終了の合図 

○各Ｑ，各延長時限の終了は，ブザー（大音量ホーン）で知らせる。 

残り１０秒を切ったらショット・クロック・オペレイター，得点係と協力をして秒読みをする。 

このとき，タイマーはプレイから目を離さないこと。 

終了前後に起こったショットやファウルの時機を主審に聞かれたら答えられる準備をしておく。 

（３）ゲーム・クロックの操作 

計測スタートは… 

①ジャンプボールでトスアップされたボールをジャンパーがタップしたとき。 

②フリースローが不成功で，リングに当たったボールにプレーヤーが触れたとき。 

（後にフリースローが続く場合や，コートのセンターからスローインになる場合を除く） 

③スローインで，スローインされたボールにコート内のプレーヤーが触れたとき。 

 

 

１０分前から計測開始 

３分前にブザー 

１分３０秒前にブザー 

０秒でブザー 

３０秒前に

ブザー 

０秒でブザ

ー 

３分前にブザー 

１分３０秒前にブザー 

０秒でブザー 

３０秒前に

ブザー 

０秒でブザ

ー 

３０秒前に

ブザー 

０秒でブザ

ー 

３０秒前

にブザー 

０秒でブ

ザー 



 

計測ストップは… 

①審判が笛を鳴らしたとき。 

②フィールドゴールで得点されたチームからタイムアウトの請求があったとき。 

（ア）ゴールの前に請求があれば，ボールがバスケットの中を通過した瞬間に止める。 

（イ）ゴールの後スローインするプレーヤーがスローインの位置でボールを持つまでに請求があればそ

の瞬間止める。 

（ウ）プレーヤーがスローインの位置でボールを持ってしまった後に請求があったときは，   ゲー

ム・クロックを止めない。 

③第４Ｑ最後の２分間と各延長時限の最後の２分間にフィールドゴールが成功したとき。（ボールがバス

ケットの中にとどまるか，通過した瞬間に止める。） 

※ これは，残り時間が２分００秒以下になってからフィールドゴールが成功したときである。た

とえば残り時間が２分０２秒にフィールドゴールが成功し，その時スローインに数秒かかって１

分５９秒になってしまっても，ゲーム・クロックは止めずにそのまま動かしておく。 

 

※ ２４秒の合図が鳴っても，審判の笛が鳴らなければ，ゲーム･クロックは止めてはならない。 

 

５ショット・クロック・オペレイターの任務 
１．ショット・クロックの操作 

（１）ゲーム開始のとき 

○ジャンプボールの後，どちらかのチームのプレーヤーがコート内でボールをコントロールしたときに動か

し始める。どちらのチームのプレーヤーもコントロールしないうちにファウルやバイオレーションでアウ

ト・オブ・バウンズとなった場合は，「スローインのとき」に従う。 

（２）スローインのとき 

○スローインされたボールがコート内のプレーヤー（味方でも相手でも）に触れたときに動かし始める。 

（３）ボールがリングに触れたとき ※パスのボールがリングに触れた場合も含む 

○ボールがリングに触れた瞬間に秒数の表示を消す（リセットボタンを押し続けて非表示状態にする）。 

○リングに触れたあと， 

攻撃側プレーヤーがボールをコントロールしたときは14 秒にリセットし，動かし始める。 

防御側プレーヤーがボールをコントロールしたときは24 秒にリセットし，動かし始める。 

※ フリー･スローの間は，ショット・クロックは操作しない。最後のスローの後のみ，上記に従って

処置する。 

（４）審判が笛でゲームを止めたとき 

○審判が笛を鳴らした瞬間に止める。 

○ファウルやバイオレーションにより，相手チームのスローインとなる場合は，次のように操作する。 

・スローインの位置がバックコート  → 24秒にリセット 

・スローインの位置がフロントコート → 14秒にリセット 

 （アンスポーツマンライク・ファウルの後のスローイン・ラインからのスローインを含む） 

 

○同じチームのスローインとなる場合は，下表に従って処置する。 

笛の要因 その後の処置 

・アウト・オブ・バウンズ 

・自チームの負傷者の保護など，自チームに原因が

ある理由による中断 

・ジャンプボール・シチュエイション 

・ダブル・ファウル 

・自チームのテクニカル・ファウル 

 

残りの時間を継続してはかる 
※ジャンプボール・シュチュエイションのうち，ボー

ルがリングに挟まった場合は14秒にリセット 

・相手チームのファウル（テクニカル・ファウルを

含む）やバイオレーション（アウト・オブ・バウ

ンズを除く） 

・相手チームの負傷者の保護など，相手チーム 

に原因がある理由による中断 

・どちらのチームにも関係のない理由による中断 

（ショット・クロックが誤ってリセットされて 

しまった場合を含む） 

バックコートからのスローイ

ンの場合 
24 秒にリセット 

フロントコートからのスロー

インで残りが14 秒以上の場

合 

残りの時間を継

続してはかる 

フロントコートからのスロー

インで残りが13 秒以下の場

合 

14 秒にリセット 

 

 



 

〔注意〕 

① ボールがリングに触れたあと，どちらのチームもボールをコントロールできないうちにファウルやバ

イオレーションが起こり，その結果，攻撃側チームにスローインのボールが与えられる場合は14 秒に

リセットする。 

② アンスポーツマンライク・ファウルの後にフロントコートのスローイン・ラインからのスローインで

ゲームが再開されるときは14 秒にリセットする。 

（５）第４Ｑ，延長の残り2分以下のタイムアウトのスローインのとき 

※バックコートでボールの権利を得たチームのタイムアウトの場合，コーチはスローインの位置をフ

ロントコート（スローイン・ライン）とするか，バックコート（本来の位置）とするか選択できる。 

・バックコートからのスローインを選択 

 → 24秒，もしくはショット・クロックの残りの秒数の継続で再開 

・フロントコートからのスローインを選択 

 → ショット・クロックが14秒以上であれば14秒にリセットして再開 

13秒以下の場合残りの秒数の継続で再開 

（６）ターンオーバーなどが発生したとき 

○ターンオーバーや，ショットされてリングに触れなかったボールを防御側プレーヤーがつかんだ場合など，

プレイ継続中に攻守が入れ替わり，あらたなチームのボール・コントロールが始まったら，直ちにリセッ

トし，あらためて24 秒をはかり始める。 

② 第4 Ｑや延長の最後の2 分間に，タイムアウト後にスローイン・ラインのアウトからスローインす

る場合も，上表の原則に従って処置する。ただし，相手チームに得点された後や，ファウルなどによっ

て新たにボールの保持を得た後のタイムアウト後の場合は，24 秒にリセットする。 

 

２．補足事項 

（１）合図の音が聞こえなかったとき 

騒音のために24 秒の合図が審判に聞こえなかったときや，合図が鳴らなかったときは，タイマーにゲ

ーム・クロックを止めるよう指示し，立ち上がって手を振るとか，サイド・ラインまで行くとか，何らか

の方法でできるだけ早く審判に知らせる。（ショット・クロック・バイオレーション成立後のショットや

ファウル等は，原則として無効になる） 

（２）誤ってリセットしてしまったとき 

表に従って，24 秒または14 秒にリセット，または継続の処置をとる。ただし，リセットするケースで

あっても，「ショット・クロックをリセットすると相手チームが著しく不利になる」と審判が判断した場

合は継続してはかる。 

（３）誤って合図をならしてしまったとき 

誤った合図は無視され，プレイはそのまま続けられるので，即座にリセットし，新たに24 秒（あるい

は14秒）をはかりはじめる。ただし，「誤った合図がなったためにボールをコントロールしているチーム

が著しく不利になる」と審判が判断した場合は，審判はゲームを止めてショット・クロックの表示を審判

がもっとも適正と思う残り時間に訂正する。 

（４）Ｑ，延長の終了間際の操作 

ボールがデッドでゲーム･クロックが止められたとき，各Ｑ，各延長時限の残りが14 秒未満でなおか

つあらたにショット・クロック・バイオレーションが成立する可能性が残っていない場合は，ショット・

クロックの表示を「非表示」にする。 

この状況になるまでは，次のように操作する。 

① 残り24 秒未満で新たなチームのボール・コントロールがはじまったときは，24 秒にリセッ

トし，24 秒を表したまま動かさない。 

② そのチームがショットをしてリングに触れたボールを再びコントロールしたときは14 秒に

リセットし， 

・残り14 秒以上であれば，ショット・クロックを動かし始める。 

・残り14 秒未満であれば，１４秒を表示したまま動かさない。 

③ 残り14 秒未満で新たなチームのボール・コントロールがはじまったときは，24 秒にリセッ

トし，24 秒を表したまま動かさない。 

 

 

 

 

 



 

（５）ゲーム・クロックが止まっているときのショットクロック(24 秒計)の 

表示方法 

○各Ｑ，各延長時限の開始時は，24 秒を表示し，ストップの状態にして 

おく。 

○フリースローの時は，表示しない。 

○サイド・ライン，エンド・ラインからのスローインで再開される時 

・24 秒から計り始めるときは，表示しない。 

・24 秒未満から継続，或いは，14 秒から計り始めるときは，その 

残り秒数を表示しておく。 

（６）審判の合図 

審判がリセットの合図をしたらその判断に従う。（右図参照） 

（７）旗等による表示 

ショット・クロックの電光表示装置がない場合や故障した場合は，赤色の旗・ランプ等を準備し，次の

ように表示する。 

24 秒～11 秒：表示なし   10 秒～1 秒：赤色を表示  ０秒：合図を鳴らす 

 

３．操作のポイント 

ショット・クロック・オペレイターは，「14 秒リセットか24 秒リセットか継続か」の判断を瞬時にし

ながら，計測開始・停止・リセットの操作を行う。ゲーム中は，全神経をプレイに集中させることが必要

である。 

（１）はかり始めのタイミング 

ジャンプボール，リバウンド，スティールなどで新たなボール・コントロールが始まる場合，「ボー

ルに触れること」と「ボールをコントロールすること」の違いを見極め，ボールのコントロールが始ま

った瞬間にショット・クロックを動かし始めなければならない。 

特に，防御側チームのプレーヤーがボールを奪おうとする場合，防御側チームのプレーヤーが，パスや

ドリブルのボールに触れただけでは，防御側チームがボールをコントロールしたことにはならないし，攻

撃側チームのボール・コントロールも終わらない。防御側チームのプレーヤーがボールをコントロール

したと判断するまでは，攻撃側チームの24 秒（または14 秒）の計測を続けなければならない。 

サイド・ラインまたはエンド・ラインのアウトからのスローインの場合は，アウトでボールが与えられ

たときに，すでにボールはコントロールされているので，コート内のプレーヤーが触れた瞬間にショッ

ト・クロックを動かし始める。この場合，最初にボールに触れたプレーヤーは味方か相手かは問わない。 

（２）ショットされたとき 

ショットされたボールがリングに触れず，再び同じチームのプレーヤーがボールをコントロールした

場合は，リセットせずに，24 秒（または14 秒）をはかり続ける。 

ショットのボールが空中にあるときにショット・クロックの合図が鳴った場合は，ショットが成功すれ

ば得点が認められる。ショットが不成功でもボールがリングに触れれば，プレイは続行される。ショット

のボールがリングに触れなければ，バイオレーションとなる。ただし，防御側チームが明らかにボールを

コントロールできると審判が判断すれば，プレイはそのまま続行される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リセットの合図 

 
人差し指を伸ばし，頭 

上で大きくまわす 

「ライブ」と「コントロール」（「競技規則」から抜粋） 

 

テーブル・オフィシャルズの任務を正しく行うためには，「ライブ」と「コントロール」につい 

て正しく理解することが不可欠である。 

 

第10 条 ボールの状態 

10.2 ボールは次の瞬間にライブになる。 

（１）ジャンプボールの場合，トスアップのボールが主審の手から離れたとき 

（２）フリースローの場合，審判がフリースロー・シューターにボールが与えられたとき 

（３）スローインの場合，スローインをするプレーヤーにボールが与えられたとき 

第14 条 ボールのコントロール 

14.1 チーム・コントロール(チームがボールをコントロールしていること）は，そのチームのプレー

ヤーが次のようにボールをコントロールしたときに始まる。 

（１）ライブのボールを持つかドリブルをする。 

（２）スローインあるいはフリースローでライブのボールを与えられる。 



 

４．その他の仕事 

○自分の左側（Ａ）のチームから交代やタイムアウトの請求に注意し，申し出があった場合はすばやくスコ

アラーに知らせる。 

【認められないときは，「次の機会に取ります」と自信を持って返答できるようにする】 

○チームからファウルの数や得点の確認がきたら、デットの時に対応する。 

【ライブの状態では「後で確認します！」とはっきり断る】 

 

６注意事項 
１．ブザーについて 

（１）合図器具 

合図には，大きな音の出るブザーを用いる。ブザーがない場合には，審判とは異なる笛を用いる。 

会場全体に伝わるよう，大きな音で一定時間（ 約 3秒 ）鳴らすこと。 

（２）合図のタイミング（審判の笛の後） 

合図は，審判がバイオレーションやファウルの伝達を終えた後，速やかに行なう。 

次の状態になったら合図を控え，次の機会を待つ。 

○フリースローをさせる審判が，1投目のフリースロー・シューターにボールを与える。 

○スローインをする場所で，審判がプレーヤーにボールを手渡す。 

（３）合図のタイミング（フィールドゴールの後） 

   タイムアウトや交代の予想される場面では，スコアラーだけでなく，テーブルの両サイドに座っている

人もベンチの様子等に注意を払い，請求や申し出に即座に対応するよう心がける。 

○ゴールの前に請求･申し出があればゴールされた瞬間に合図する。 

○プレーヤーがスローインの位置でボールを持つまでに請求や申し出があれば，その瞬間に合図する。 

○請求や申し出があったときに，スローインをするプレーヤーがスローインの位置でボールを持ったときに

は，合図を控える。 

（４）合図の順番 

   タイムアウトと交代の請求が同時にある場合は，先にタイムアウトの合図をする。（ファウルが起こっ

たときのタイムアウトや交代であれば，審判の合図を確認してから行なう）タイムアウトやプレイのイン

タヴァルの間に交代の申し出があったときは合図器具を鳴らさない。また，交代の合図は，同時であれば

何人交代しても（両チームにわたっていても）１回でよい。ただし，交代に時間差がある場合には，その

都度合図をする。 

 

２．タイムアウトについて 

（１）タイムアウトの回数  

   タイムアウトは，前半（第１・２Ｑ）に２回，後半（第３・４Ｑ）に３回，各延長に１回取ることがで

きる。前半２回目と後半３回目また，各延長に１回のタイムアウトを取ったときは，スコアラーが審判に

知らせる。 

（２）タイムアウトの請求方法 

   タイムアウトを請求できるのは，コーチまたはＡ．コーチである。コーチまたはＡ．コーチがＴＯ（ス

コアラー）に対してはっきりと定められた合図を手で示し，ＴＯ席のそばでタイムアウトを請求したとき

はその請求を認め，タイムアウトが認められる時機になったら合図器具を鳴らして審判に知らせる。コー

チまたはＡ・コーチが規定のとおりにタイムアウトを請求しないときには審判を通じてそのチームのコー

チに注意を促してもらう。 

（３）タイムアウト，交代の取り消し 

   タイムアウトと交代は，スコアラーが審判に知らせる前であれば，取り消すことができる。 

（４）両チームがタイムアウトを請求した場合 

   両チームのコーチがタイムアウトを請求した場合には，原則として先に請求したチームのタイムアウ

トとなる。 

 

３．その他 

（１）５ファウルの連絡 

   プレーヤーの５回目のファウルが起こったときに，スコアラーはブザーを鳴らして審判に知らせる。 

スコアラーはファウルが４回の選手を把握しておく。 

   退場・失格を宣せられた場合。 

（２）Ｑ終了と同時にフリースローが与えられた場合 

各Ｑ終了後にフリースローが起こったときには，インタヴァルはフリースロー終了後に計り始める。 


