
2018年度 ルール変更 対照表 

競技名：サッカー 

 

変更前 変更後 備考 

4.1.4.1 登録可能な選手人数は競技

委員会にて決定される。 

4.1.4.1 登録可能な選手人数は競技委員

会にて決定される。 

スペシャルオリンピックス世界大会で

は、登録選手人数は 10 名を超えないも

のとする。 

 

2016 年版から変更あ

りませんが、2016年版

では訳されていなか

ったようでした。 

4.1.8.2 同点の場合は 5 分ハーフの

延長戦を行う。それでも決着がつか

ない時はペナルティマークからのキ

ックで勝敗を決定する。 

4.1.8.2 同点の場合は 5 分ハーフの延長

戦を行う。それでも決着がつかない時は

ペナルティマークからのキックで勝敗

を決定する。（11 人制のタイブレークに

関するプロトコルを参照） 

2016 年版から変更あ

りませんが、2016年版

では訳されていなか

ったようでした。不要

と思われたのかもし

れません。 

4.1.9キックオフ 

4.1.9.1 他の選手に触られる前にセ

ンターマークから前に向かって蹴り

ださなければならない。キックオフ

で直接ゴールした場合は得点とな

る。 

4.1.9.2 ボールイン・アウトオブプ

レー 

4.1.9.3 ボールがタッチラインを出

た場合はキックインで再開する。 

4.1.9.4 ボールがゴールラインを出

たらゴールクリアランスかコーナー

キックで再開する。 

4.1.9.5 ボールの全体がラインを出

たらアウトオブプレーとみなす。 

4.1.9キックオフ 

4.1.9.1 キックオフを行う選手を除くす

べての選手は、試合フィールドの自陣内

にいなければならない。 

4.1.9.2 ボールをセンターマーク上に静

止させなければならない。 

4.1.9.3主審が合図を出す。 

4.1.9.4 ボールが蹴られ明らかに動いた

と判断される時点から試合が開始され

る。 

4.1.9.5 キックオフで相手ゴールに直接

決まった場合は得点となる。キックオフ

が自陣ゴールに直接決まった場合は、相

手チームにコーナーキックが与えられ

る。 

 

2016 年版にも項目自

体はありましたが、大

幅に修正されました。

（ほぼ新規追加） 

4.1.12.2 退場となった選手（2 回の

イエローカード、もしくは 1 回のレ

ッドカードを受けたとき）はそのゲ

ームに再び出場することはできな

い。 

その選手を欠いたチームは、2 分間

4.1.13.2退場となった選手（2回のイエ

ローカード、もしくは 1回のレッドカー

ドを受けたとき）はそのゲームに再び出

場することはできない。チームは、2 分

間は 1人少ない人数で試合を継続しなけ

ればならない。 

コメント参照 



経過する前に相手が得点しない限

り、2 分間は 1 人少ない人数で試合

を継続しなければならない。 

この場合、以下の条件が適用される。

" 

4.1.12.2.15人対 4人で対戦中、5人

のチームが得点した場合、4 人でプ

レーしなくてはならない制限は解除

される。 

4.1.12.2.2両チームが 4人で対戦中

に、どちらかのチームが得点した場

合、両チームとも 4 人でプレーしな

くてはならない制限は解除される。 

4.1.12.2.35人対 3人、もしくは 4人

対 3 人で対戦中、人数の多いチーム

が得点した場合、3人チームの方は 1

人だけ選手を加えることができる。 

4.1.12.2.4両チームとも 3人で対戦

中にどちらかのチームが得点した場

合、両チーム共   に選手を 1人加

えることができる。 

4.1.12.2.5人数が少ないチームが得

点した場合は、そのまま選手数を変

えずに試合を続ける。 

4.1.12.2.6"2分間の計測はタイム計

測員、または第 4の審判員が実施。 

2 分間制限後の選手交代は、主審が

交代を認め、ボールがアウトオブプ

レーになった時に認められる。" 

4.1.13.2.7 2 分間制限後の選手交代

は、主審が交代を認めボールがアウトオ

ブプレーになった時に限り認められる。 

4.1.16.1ボールが完全にタッチライ

ンを越えたら、最後にボールに触れ

た選手の相手側チームが、ボールの

出た場所からキックインする。 

キックインされるまでのボールは静

止していなければならない。 

蹴られたボールが１回転したらイン

プレーとみなされる。 

そのボールが他の選手に触れるまで

キッカーは再びボールに触れること

はできない。 

4.1.17.1 ボールが完全にタッチライン

を越えたら、最後にボールに触れた選手

の相手側チームが、ボールの出た場所か

らキックインする。キックインされるま

でのボールは静止していなければなら

ない。ボールが蹴られ、明らかに動いた

らインプレーとみなされる。そのボール

が他の選手に触れるまでキッカーは再

びボールに触れることはできない。相手

チームの選手はキックインされるボー

ルの場所から、最低 5m 以上離れなけれ

原文の修正箇所にも

ハイライトしました。 



相手チームの選手はキックインされ

るボールの場所から、最低 5m以上離

れなければならない。 

ばならない。 

 

4.1.16.3ゴールキーパーは、キック

インで戻されたボールを直接取るこ

とはできない。 

4.1.17.3ゴールキーパーは、チームメー

トから直接キックインで戻されたボー

ルを手で取ることはできない。 

原文の修正箇所にも

ハイライトしました。 

4.1.16.4ゴールキーパーはチームメ

イトから戻されたボールを直接取る

ことはできない。 

4.1.17.4 ゴールキーパーはチームメイ

トから意図的に戻されたボールを手で

取ることはできない。 

原文の修正箇所にも

ハイライトしました。 

4.1.20.2トーナメント方式での延長

戦時間は、各 5分とする。 

4.1.21.2 トーナメント方式での延長戦

時間は、各 5分 x 2回とする。 

 

4.2.8.2 延長戦を行う場合は 5 分ハ

ーフとする。 

それでも決着がつかない時はペナル

ティキックで勝敗を決する。 

4.2.8.2 延長戦を行う場合は 5分ハーフ

とする。 

それでも決着がつかない時はペナルテ

ィキックで勝敗を決する。（11 人制のタ

イブレークに関するプロトコルを参照：

4.3.16） 

2016 年版から変更あ

りませんが、2016年版

では訳されていなか

ったようでした。不要

と思われたのかもし

れません。 

4.2.9 キックオフ 

4.2.9.1 ボールは、他の選手がボー

ルに触れる前に、センターマークか

ら前に向かって蹴り出されなければ

ならない。キックオフで直接ゴール

した場合は得点となる。 

4.2.9 キックオフ 

4.2.9.1 キックオフを行う選手を除く

すべての選手は、試合フィールドの自陣

内にいなければならない。 

4.2.9.2 ボールをセンターマーク上に

静止させなければならない。 

4.2.9.3 主審が合図を出す。 

4.2.9.4 ボールが蹴られ明らかに動い

たと判断される時点から試合が開始さ

れる。 

4.2.9.5 キックオフで相手ゴールに直

接決まった場合は得点となる。キックオ

フが自陣ゴールに直接決まった場合は、

相手チームにコーナーキックが与えら

れる。 

 

4.2.9.1 の原文は削除

されました。 

4.2.14.2 退場となった選手（2 回の

イエローカード、もしくは 1 回のレ

ッドカードを受けたとき）はそのゲ

ームに再び出場することはできな

い。 

その選手を欠いたチームは、2 分間

経過する前に相手が得点しない限

4.2.14.2退場となった選手（2回のイエ

ローカード、もしくは 1回のレッドカー

ドを受けたとき）はそのゲームに再び出

場することはできない。 

 

4.2.14.2.7 2分間制限後の選手交代は、

主審が交代を認め、ボールがアウトオブ

 



り、2 分間は 1 人少ない人数で試合

を継続しなければならない。 

この場合、以下の条件が適用される。

[MH8] 

4.2.14.2.1 7 人対 6 人で対戦

中、7人のチームが得点した場合、6

人でプレーしなくてはならない制限

は解除される。 

4.2.14.2.2 両チームが 6 人で

対戦中に、どちらかのチームが得点

した場合、制限は解除される。 

4.2.14.2.3 7 人対 5 人、もし

くは 6 人対 5 人で対戦中、人数の多

いチームが得点した場合、5 人チー

ムの方は 1 人だけ選手を加えること

ができる。 

4.2.14.2.4 両チームとも 5 人

で対戦中にどちらかのチームが得点

した場合、両チーム共に選手を 1 人

加えることができる。 

4.2.14.2.5 人数が少ないチー

ムが得点した場合は、そのまま選手

数を変えずに試合を続ける。 

 

4.2.14.2.6 2 分間の計測は時

間計測員、または控えの審判が実施。 

4.2.14.2.7 [MH9] 2 分間制限

後の選手交代は、主審が交代を認め、

ボールがアウトオブプレーになった

時に認められる。 

 

プレーになった時に認められる。 

 

4.2.18.1ボールが完全にタッチライ

ンを越えたら、最後にボールに触れ

た選手の相手側チームが、ボールの

出た場所からキックインする。 

キックインされるまでのボールは静

止していなければならない。 

蹴られたボールが１回転したらイン

プレーとみなされる。 

そのボールが他の選手に触れるまで

4.2.18.1 ボールが完全にタッチライン

を越えたら、最後にボールに触れた選手

の相手側チームが、ボールの出た場所か

らキックインする。キックインされるま

でのボールは静止していなければなら

ない。ボールが蹴られ、明らかに動いた

らインプレーとみなされる。そのボール

が他の選手に触れるまでキッカーは再

びボールに触れることはできない。相手

原文の修正箇所にも

ハイライトしました。 



キッカーは再びボールに触れること

はできない。 

相手チームの選手はキックインされ

るボールの場所から、最低 5m以上離

れなければならない。 

チームの選手はキックインされるボー

ルの場所から、最低 5m 以上離れなけれ

ばならない。 

 

4.2.18.3ゴールキーパーは、キック

インで戻されたボールを直接取るこ

とはできない。 

4.2.18.3ゴールキーパーは、チームメー

トから直接キックインで戻されたボー

ルを手で取ることはできない。 

原文の修正箇所にも

ハイライトしました。 

4.2.18.4ゴールキーパーはチームメ

イトから戻されたボールを直接取る

ことはできない。 

4.2.18.4 ゴールキーパーはチームメイ

トから意図的に戻されたボールを手で

取ることはできない。 

原文の修正箇所にも

ハイライトしました。 

4.2.20.3 炎天下では、競技

委員会から派遣された役員（競技責

任者など）が、水分補給のための中

断（最大 3 分間）を各ハーフのほぼ

中盤で取るよう主審に合図すること

ができる。 

 

 削除 

 4.2.21 水分補給のための中断 

4.2.21.1 炎天下では、競技委員会から

派遣された役員（競技責任者など）が、

水分補給のための中断（最大 3分間）を

各ハーフのほぼ中盤で取るよう主審に

合図することができる。 

 

新規追加 

4.2.22.2トーナメント方式での延長

戦時間は、各 5分とする。 

4.2.22.2 トーナメント方式での延長戦

時間は、各 5分 x 2回とする。 

 

4.3.8 キックオフ 

4.3.8.1 ボールは、他の選手がボー

ルに触れる前に、センターマークか

ら前に向かって蹴り出されなければ

ならない。キックオフで直接ゴール

した場合は得点となる。 

4.3.8 キックオフ 

4.3.8.1 キックオフを行う選手を除く

すべての選手は、試合フィールドの自陣

内にいなければならない。 

4.3.8.2 ボールをセンターマーク上に

静止させなければならない。 

4.3.8.3 主審が合図を出す。 

4.3.8.4 ボールが蹴られ明らかに動い

たと判断される時点から試合が開始さ

れる。 

4.3.8.5 キックオフで相手ゴールに直

接決まった場合は得点となる。キックオ

フが自陣ゴールに直接決まった場合は、

4.3.8.1 の原文は削除

されました。 



相手チームにコーナーキックが与えら

れる。 

 

4.3.15.3 炎天下では、競技委員会か

ら派遣された役員（競技責任者など）

が、水分補給のための中断（最大 3分

間）を各ハーフのほぼ中盤で取るよ

う主審に合図することができる。 

 

 削除 

 4.3.16 水分補給のための中断 

4.3.16.1 炎天下では、競技委員会から

派遣された役員（競技責任者など）が、

水分補給のための中断（最大 3分間）を

各ハーフのほぼ中盤で取るよう主審に

合図することができる。 

 

新規追加 

4.3.17.2 トーナメント方式での延

長戦時間は、各 7.5分とする。 

4.3.17.2 トーナメント方式での延長戦

時間は、各 7.5分 x 2回とする。 

 

4.5 ユニファイド・スポーツ®チーム

競技（11人制、7人制、5人制） 

4.5 ユニファイド・スポーツ®チーム競

技（11 人制、7 人制、5 人制、フットサ

ル） 

 

 4.5.1.2.1.2.アスリートまたはパートナ

ーがレッドカードを受けた場合、ユニフ

ァイドチームとしてのメンバー構成の

比率を維持するためにチームメートを

強制退場させることはできない。 

 

4.5.1.2.3 5 人制では 1 チーム最大

5 人、最少 3 人でプレイが可能であ

る。 

4.5.1.2.3 5人制とフットサルでは 1チ

ーム最大 5人、最少 3人でプレイが可能

である。 

 

 


