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１月３０日のシャンソン―デンソー戦。第１Ｑ、ドリブル

で前進するシャンソンの本川紗奈生。左はデンソーの

高田汐織＝日刊スポーツ

判定めぐり主審を提訴…　バスケ女子Ｗリーグに波紋

続きから読む

　判定をめぐって審判個人を訴える――。異例

の事態にバスケットボール女子のＷリーグが

揺れている。シャンソン化粧品が昨年１１月の

デンソー 戦での判定について、主審を相手取

り、約３千万円の損害賠償を求めて 静岡地

裁 に提訴した。判定をめぐる争いはスポーツ

にはよくあること。解決するには裁判に訴える

しかなかったのだろうか。

　提訴が明らかになってからシャンソンにとっ

て初めての試合となった１月３０日、 兵庫県

姫路市 でのリーグ戦には多くの報道陣が詰

めかけた。相手はくしくも デンソー 。リーグ関

係者は「試合以外の質問は受けない」と表情

をこわばらせた。試合はシャンソンが勝利。

コート外の騒ぎをよそに、両チームは「いつも

通り」と強調した。

　シャンソンが問題にしているのは昨年１１月

２９日に 愛知県 豊橋市 で行われた デン

ソー 戦。シャンソン関係者が撮影していた映像などによると、５３―５３だった試合終了間際、 デ

ンソー の選手がファウルし、副審が笛を吹いた。その直後に試合終了のブザーが鳴った。副審

は記録係に反則した選手の背番号を告げ、電光掲示板の残り時間を「０・１秒」に戻させた。シャ

ンソンには２本のフリースローが与えられる。１本でも入れば勝利は確実だ。

ところが デンソー 側から抗議を受けた後、副審は「ファウルは試合終了後だった」と判定を

覆した。この間、主審はフリースローに備えてゴール下で球を持って待っていて審判団の３人が

協議することはなかった。試合は延長戦に入り、シャンソンが５９―６１で敗れた。「意図的に不利

益な判定にした」というのがシャンソンの主張。「誤審かどうかを争うわけではない」。シャンソン

の杉山明宏部長は１月２８日に都内で開いた会見で強調した。

　代理人の御宿哲也弁護士は「社内でも議論はあった。リーグの中で解決を図るべく何度も試み

た」。書面などで検証を申し入れたが、納得のいく対応は得られなかったという。杉山部長は「あ

の試合で何が起きたのかリーグから説明があれば、訴訟を取り下げることも考える」と話す。

■個人への請求に困惑の声

　「リーグを訴えるのは構わない。でも、審判個人を訴えて３千万円を請求するなんて」。Ｗリーグ

の西井歳晴専務理事はシャンソンの対応に驚きを隠さない。

　今季のＷリーグで笛を吹く審判は４５人。いずれも日本協会公認の ライセンス を持っており、

協会を通じて１試合に３人ずつ派遣されている。プロの審判はゼロ。今回訴えられた男性審判

（５６）の本職は教員で、昨季の年間最優秀審判賞を受賞したベテランだった。ある審判経験者

は「判定内容がおかしいからといって審判が訴えられるようになったら、なり手がなくなる」と危惧

する。
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トップニュース

ＬＩＮＥのやりとり、大丈夫？　芸能スロャンダルで注目 (11:36)

「注射と吸引で」使用認める供述　清原容疑者を送検 (11:40)

遠藤五輪相、働きかけを否定　ＡＬＴ派遣事業巡る報道 (12:14)

北朝鮮の日本海側に移動式発射台　ミサイル搭載は未確認 (11:47)

毎年のようにバター不足、国は何をしているの？ (10:06)

朝日新聞デジタルのトップページ
もっと見る

お気に入り連載 設定

おすすめコンテンツ

その健康食品が命取り？　知らないでは

済まされないメリット・デメリット（朝日新

聞）

虐待連鎖を断てるか、ある家族の物語　

ほめ方も叱り方も分からない（朝日新

聞）

　リーグ側は、混乱が起きた試合を含めてシャンソン、リーグ双方の対応に問題がなかったのか

検証するため、法律家などによる第三者機関の設置を２日に決めた。

■ビデオ判定　費用がネック

　米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）ではビデオ判定が導入されている。全会場に設置したカメ

ラの映像をニュージャージー州の施設で一括管理。審判は判定が正しかったか、試合中でも映

像で確認できる。

　Ｗリーグもビデオ判定の導入を検討しているが、１試合平均の観客が１千人に満たないＷリー

グでは費用面から「現実的ではない」（リーグ関係者）との声もある。米女子プロリーグでのプ

レー経験があるＪＸ―ＥＮＥＯＳの渡嘉敷来夢は、判定に抗議した監督や選手がビデオ判定で納

得する姿を見た。Ｗリーグでの導入については「今まで取られなかった反則を取られることもあ

る。どっちもどっち」と話す。

　男子のナショナル・バスケットボール・リーグ（ＮＢＬ）では各チームが、審判を統括するレフェ

リーディレクターに審判の判定への疑問や質問などをぶつけられる。リーグは各試合会場に評

価員を置き、審判の判定が適切だったかを全試合でチェックしている。Ｗリーグでは、試合中の

判定について審判経験者の見解を聞く制度が今季できたばかりだ。バスケットボール関係者は、

男女のリーグの違いをこう解説する。「将来的なプロ化を意識してきたＮＢＬは観客にわかりやす

い判定を心がけ、審判にも働きかけてきた。実業団中心のＷリーグではその考えが薄い」（伊木

緑、清水寿之）

■不服申し立て、ルール整備必要

　〈スポーツに関する裁判に詳しい望月浩一郎弁護士の話〉　誤審をなくすことは大切だが、人の

ジャッジはミスなしにありえない。選手やチームが不服を申し立てたり競技団体内部で解決したり

するためのルール整備が必要。審判の判定をめぐる訴訟を禁止する規定の明文化も検討すべ

きだ。意図的な誤審を除けば、審判個人の責任を追及するのは萎縮を招くので好ましくない。審

判の判断に対してビデオ判定を要求できるなどの「チャレンジ制度」の導入も誤審を是正するの

に有効だ。
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【2/18開催】2020年以降の未来をターゲットに4つのテーマで議論！

キャリアを磨きたい社会人・大学生に応える知の拠点【国士舘大学大学院】

（＠マレーシア）首相の疑惑は晴れたか (02/04) [特派員リポート]

（デジタルトレンド・チェック！）「デジタルペンの本質はインクにあり」　ワコムの独創的構想 (01/29)

[デジタルトレンド・チェック！]

（皇族方の素顔）皇后さま、客席からコカリナ演奏 (01/29) [皇族方の素顔]

朝日新聞高校野球Twitter

アクセスランキング もっと見る

ソーシャルランキング もっと見る
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「注射と吸引で」使⽤認める供述 清原容疑者
を送検 t.asahi.com/j0li

朝⽇新聞スポーツがリツイート

朝⽇新聞(asahi shimbun）
asahi@

概要を⾒る

⽻⽣結弦# 選⼿が仙台藩主役で映画初出演。氷
上での演技にもプラスに働きそうです（広）→ 

…asahi.com/articles/ASJ23 figureskate#

朝⽇新聞スポーツ
asahi_sports@

概要を⾒る

朝⽇新聞デジタル編集部
asahicom@

47分

35分

14時間

ツイート フォローする

@asahi_sportsさん宛にツイートする





（あの夏）銚⼦商×作新学院17 打者江川 頭
部に死球 t.asahi.com/j0k7

朝⽇新聞・⾼校野球ニュース
asahi_koshien@

概要を⾒る

（あの夏）銚⼦商×作新学院16 ついに公式戦
初失点 t.asahi.com/j0dj

朝⽇新聞・⾼校野球ニュース
asahi_koshien@

概要を⾒る

（あの夏）銚⼦商×作新学院15 栃⽊⼤会初の
完全試合 t.asahi.com/j08f

朝⽇新聞・⾼校野球ニュース
asahi_koshien@

概要を⾒る

7時間

2⽉3⽇

2⽉2⽇

ツイート フォローする

@asahi_koshienさん宛にツイートする

※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイー

トが表示されない場合もあります。

スキー授業の小６女児、スノーボード男性

と衝突し死亡

死因は胸強打による心タンポナーデ　ス

キー場で女児死亡

アンネの義姉「重荷だった」　日記に書か

れなかった苦難

「お医者さまいませんか」なくなる？　搭乗

前に登録へ

「自宅に１人」見図り強制捜査　清原容疑

者本格内偵１年

清原容疑者、警視庁に移送 4963

女子高生、１７歳の立体地図 3275

清原和博容疑者を逮捕 2226

ショッピング・旅行

昼までホカホカをキープ！

保温力が自慢のフードジャー
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