
2021 年度 第３回 岐阜県 U-15 バスケットボール選手権大会 

兼 Jr.ウインターカップ 第２回全国 U15 バスケットボール選手権大会 岐阜県予選会実施要項 

 

1．主 催   （一財）岐阜県バスケットボール協会 

 

2．主 管   （一財）岐阜県バスケットボール協会 U15 部会  

 

3．協 賛   調整中 

 

4．後 援  調整中 

 

5．期 日 １１月 ６日（土）  ７日（日） １３日（土） １４日（日） 

 ２０日（土） ２１日（日） 

 

6．会 場 １１月 ６日（土） 下呂交流会館・中津川市サンライフ・まきがね公園体育館   

１１月 ７日（日） 中津川市サンライフ・まきがね公園体育館・上石津総合体育館 

        １１月１３日（土） 中津川市サンライフ・まきがね公園体育館・上石津総合体育館 

やまと総合センター 

        １１月１４日（日） 中津川市サンライフ・まきがね公園体育館・上石津総合体育館 

やまと総合センター 

１１月２０日（土） 下呂交流会館 

１１月２１日（日） 下呂交流会館 

※エントリー数と試合数によって会場数を減らすこともあります。 

 

会場所在地 

下呂交流会館    〒509-2202 下呂市森 2270 番地 3 

TEL：0576-25-5000 

やまと総合センター 〒501-4607  郡上市大和町徳永 290 

TEL：0575-88-9090 

中津川市サンライフ 〒508-0015  中津川市手賀野 172－1 

TEL：0573-66-1357 

まきがね公園体育館 〒509-7205  恵那市長島町中野 1269－389   

TEL：0573-66-1357 

              上石津総合体育館  〒503∸1602  大垣市上石津町牧田 1995 

                        TEL：0584-46-3020 

 

7．大会方式 トーナメント戦によるノックアウト方式 

 



8．競技規則  （1）2021 バスケットボール競技規則（official Basketball Rules2020）による 

但し、1 クォーター8 分とする。 

（2）マンツーマンディフェンスの基準規則による。 

（3）【全国】ユニフォームは、2020 年 4 月 1 日時点の公益財団法人日本バスケット

ボール協会ユニフォーム規則による。但し、スポンサー名を入れる場合は、名称

や図柄等について未成年が着用するにふさわしいものとし、その可否は事前に大

会実施委員会へ提出し、許可を得ること。 

なお、B ユース所属のチームについては B.LEAGUE のユニフォーム要項に準

ずる。各チームは濃色・淡色の各ユニフォームを用意し、濃淡同番号とするその

他、身につけるものは競技規則に準ずる。 

また、原則として、組合せ番号が若いチームを淡色（白色）とするが、2 回戦

以降については、対戦する両チームの話し合いの上、変更しても良い。その際、

両チーム淡色は不可とし、濃色の際は同系色以外の着用を認めるものとし、試合

日前日までに大会運営本部に申し出て許可を得ることとする。 

【岐阜県】ユニフォームの規定については、原則、全国大会に準じて規定する。

ただし、県内大会においては、新ユニフォーム規定へ移行期間として、４年間を

猶予とする。説明会の際に、競技委員長に申し出て認められたものを許可する。 

また，昨年度の大会において，ユニフォームの申請及び承認が済んでいるチーム

は，今年度のユニフォーム点検は実施しない。 

ソックスは、できる限り全てのチームメンバーが同じ主となる色でデザインされ

たものを着用する。 

（4）外国籍選手（JBA 基本規程に基づく）の出場はコート上 5 名のうち 1 名以内と 

する。 

 

9．参加資格   （1）2021 年度において、都道府県バスケットボール協会を経て、公益財団法人日本バ 

          スケットボール協会 U15 カテゴリーに登録されたチームおよび競技者であること 

（2）選手の年齢は、2006 年（平成 18 年）4 月 2 日から 2011 年（平成 23 年）4 月 

1 日までに生まれた者。 

（3）選手は、2021 年 8 月 31 日（火）までに JBA に登録（移籍・追加登録も含む） 

  されていること。（※移籍については、所属都道府県協会へ移籍申請書を提出し、 

受理されていること）また、同一年度での出場は、都道府県予選会・本選ともに 1  

回ずつとし、複数の都道府県代表チームで出場することはできない。 

（4）2009 年（平成 21 年）4 月 2 日から 2011 年（平成 23 年）4 月 1 日に生ま 

れた者を選手として大会エントリーする場合は、1 チームあたり 2 名までとする。 

（5）外国籍選手（JBA 基本規程に基づく）の大会エントリーは 1 チームあたり 2 名 

までとする。 

（6）ベンチで指揮を執るコーチは JBA 公認 E 級コーチ以上を保有していること。但 

し、全国 U15 バスケットボール選手権大会に出場する場合は、JBA 公認 D 級 



コーチ以上の保有を必須とする。なお、ベンチで指揮を執るコーチは、試合前、テ 

ーブルオフィシャルズ（スコアラーズテーブル）にてスコアシートにサインする 

際、必ず JBA 公認コーチ登録証を提示すること。また試合中は JBA 公認コーチ 

登録証を首から下げること。 

（7）チーム責任者は、年齢が 2021 年 4 月 1 日時点で 20 歳以上の者で、チームを 

代表して対外的な窓口となり、参加にかかる手続き等ができること。また、チー 

ムに帯同し、チームの最終責任者として活動できる者であること。 

        （８）帯同する審判員は JBA 公認 C 級以上のライセンスを保有していることが望まし

い。しかし、今年度、C 級以上の更新講習や新規昇格試験などが見送られている

ので、今年度においては、大会申込時に JBA 公認 D 級以上の資格をもつ審判員

を帯同審判として登録すること。 

 

10．チーム構成 1 チームの大会エントリーは、スタッフ 4 名以内（コーチ、アシスタントコーチ、 

        チーム責任者、マネージャー等）、選手 15 名以内の計 19 名以内とする。 

 

11．申込方法及び期日 

チームは TeamJBA を通じて参加申込およびエントリー手続きを行うものとし、 

令和３年９月１２日（日）２３：５９までに申し込むこと。 

メンバー登録、エントリー変更については、TeamJBA のシステム上で行うこと。 

 

12．大会参加料  チームエントリー １チーム ８０００円 

    選手エントリー  １人    ３００円 

   ２回戦以降 １試合につき  ４０００円 

  

13．エントリー変更 

（1）エントリー変更は、大会前日までに、定められた方法で岐阜県 U15 部会競技委員

会に申し出なければならない。但し、エントリー変更を行う選手およびスタッフに

ついては、本項「9.参加資格」を満たしていること。 

（2）エントリー変更において、選手の変更があってもユニフォーム番号のみの変更は 

  できない。 

（3）ゲームエントリーではないので、試合ごとにエントリーを変更することはできな

い。 

 

14．組み合わせ抽選会 ※決定次第、参加チームにお知らせします。10 月上旬を予定 

令和３年１０月    日    場所：調整中 

  代表者会議後直ぐに行います。参加していないチームは主管者の責任抽選とする。 

 

 



15．代表者会議 ※決定次第、参加チームにお知らせします。10 月上旬を予定 

令和３年１０月   日（  ） 16：00～    場所：調整中 

 

16．開 会 式 行わない 

 

17．閉 会 式 競技終了後直ちに行う。 

 

18．表 彰   （１）チーム優勝、準優勝、第 3 位のチームを表彰する。 

(２) 個人賞 

19．ベ ン チ 組み合わせ番号の若いチームがテーブルオフィシャルズ（スコアラーズテーブル）に向

かって右側とする。 

 

20．規律委員会 本大会における手続きや競技会等について、規律ガイドラインに定める手続きに沿     

って、大会規律委員会で速やかに対応する。 

 

21．そ の 他 政府や都道府県から新型コロナウイルス感染症に関する新たな措置（緊急事態宣言や 

自粛要請等）が発出された場合は本大会を中止する場合がある。 

また不可抗力により、出場チームから辞退が発生した際は、大会参加チーム数の 

10% 以上に至った場合のみ、大会主催者にて大会中止を検討し、 中止可否を決定後、

速やかに参加チームに通知する。 

 

提出書類に記載されたデータ（画像データ含む）は、主催者が大会運営のため大会プ 

ログラムや大会公式サイトなどに使用するほか、大会報道を目的として報道機関に提

供することがある。その他、個人情報および肖像権の取り扱いについては別途定める。 

 

試合中継等での使用を目的として撮影された映像（対象として選手・応援者個人の肖

像や横断幕等の製作物等を含む）の全部またはその一部（静止画を含む）は、公式メデ

ィア、テレビニュース、その他関連する現存または将来存在するであろうメディア等、 

ならびに、大会主催者に指定された者（パ ートナー企業を含む）により製作する映像

作品を使用される場合がありますので、使用目的にかかわらず、これにつき予め無償に

て同意したものとみなします。(なお、未成年の場合は保護者が同意したものとみなし

ます)。提出書類に記載されたデータ（画像データ含む）は、主催者が大会運営のため

大会プログラムや大会公式サイトなどに使用するほか、大会報道を目的として報道機

関に提供することがある。 

    ビデオ撮影およびライブ配信について、対戦相手の承諾の得られない時は撮影およ

び配信は禁止する。 

 

22.感染予防対策 大会に関わる全ての者が、説明会で各部門から示される感染予防対策を遵守する。 


