
第３回滋賀県 U15バスケットボール選手権大会 開催要項 
（兼 Jr.ウインターカップ 2022-23 2022年度第３回全国 U15バスケットボール選手権大会 滋賀県予選会） 

 

１ 主 催 (一社)滋賀県バスケットボール協会 

 

２ 主 管 (一社)滋賀県バスケットボール協会 U15 部会 

 

３ 協 賛 未定 

 

４ 期 日 2022 年 11 月 13 日(日)・19 日(土)・20 日(日) ３日間 

 

５ 会 場 長浜伊香ツインアリーナ（滋賀県長浜市木之本町西山 183-3） 

 

６ 大会方式 トーナメント戦によるノックアウト方式。３位決定戦は行わない。 

 

７ 競技規則 

（１）「2022 バスケットボール競技規則（Official Basketball Rules2020）」による。 

（２）マンツーマンディフェンスの基準規則による。 

（３）ユニフォームは、2020 年 11 月 1 日時点の(公財)日本バスケットボール協会ユニフォーム規則

による。ただし、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 U15 部会に申し出て、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、変更してもよい。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 U15 部会長に連絡し、許可を得るこ

ととする。 

    ユニフォームは、リバーシブルタイプ可とする。（ただし、全国大会はリバーシブル不可） 

（４）外国籍選手（JBA 基本規程に基づく）の出場は、コート上５人のうち１人以内とする。 

 

８ 参加資格 

 （１）2022 年度において、(一社)滋賀県バスケットボール協会を経て、(公財)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・競技者であること。 

（２）選手の年齢は 2007 年(平成 19 年)４月２日から 2012 年(平成 24 年)４月１日までに生まれた

者。 

（３）選手は、2022 年８月 31 日(水)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、滋賀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・全国大会ともに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。（他の都道府県での予選の出場を認めない。） 



 （４）2010 年(平成 22 年)４月２日から 2012 年(平成 24 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人までとする。 

（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人までとする。 

 （６）ベンチで指揮を執るコーチは、JBA 公認 D 級以上を保有していること。なお、ベンチで指揮を

執るコーチは、試合前、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

コーチ登録証を役員に提示すること。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 2022 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）選手、チームスタッフは大会４日前～大会当日～大会期間中において、以下に該当しないこと。 

    １ 37.5℃以上の発熱がある 

    ２ 咳、のどの痛みなどの風邪症状がある 

    ３ だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がある 

    ４ 臭覚や味覚の異常がある 

    ５ 体が重く感じる、疲れやすい等がある 

    ６ 新型コロナウイルス感染症陽性者と判定された者との濃厚接触がある 

    ７ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる 

    ８ 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間が必要とされている国、地域等

への渡航または当該在住者との濃厚接触がある 

   ※上記に該当した際は、主催者にて大会参加資格を取り消す場合がある。 

 

９ チーム構成 

   １チームの大会エントリーは、スタッフ４人以内（コーチ、アシスタントコーチ、チーム責任者、

マネージャー、トレーナー、ドクター等）、選手 15 人以内の計 19 人以内とする。 

 

10 申込手続きおよび期日 

    ８月３１日    まで   

★出場選手の移籍・登録完了 TeamJBA に８月 31 日までに登録完了になっていないと、出場でき

ない。スタッフも登録すること。 

    ９月３０日 １７時まで   

（１）「出場申込書」 滋賀県バスケットボール協会 U15 部会ホームページの「県 U15 選手権」の

ページから「出場申込書」をダウンロードする。＊8 月下旬掲載予定 

  １０月 ７日 １７時まで   

（２）「チーム写真」 プログラム作成のため。登録選手以外が写っていても可。(1MB 以上を推奨) 

（３）「追加メンバー名簿」 登録人数を超えた３年生は、プログラムに名前を掲載することが 

             できるので、送付すること。様式は自由。 

  １１月１１日 １７時まで   

（４）「エントリー変更届」 全国大会終了後まで、エントリー変更は原則できない。 

               ＊県代表になった後の変更は、特別な手続きが必要となる。 



 １１月１３日＜大会１日目＞  

（５）「出場に関する誓約書」 選手全員分作成し、紙ベースで提出。 

（６）「１，２回戦参加費」 5,000 円 

（７）「健康チェックシート」 スタッフ・選手全員分を記入し、提出。 

 １１月１９日＜大会２日目＞  

（７）で作成した「健康チェックシート」 スタッフ・選手全員分を追加記入し、提出。 

（８）「準決勝以上 参加費」 準決勝以上の出場チームは、さらに 5,000 円を徴収する。 

 １１月２０日＜大会３日目＞  

（７）で作成した「健康チェックシート」 スタッフ・選手全員分を追加記入し、提出。 

 

【申込方法】（１）～（４）は、下記のメールアドレス宛に、該当のファイルを添付して申し込む。 

U15 部会メールアドレス shiga_u15★yahoo.co.jp 

（★を@に変えてください） 

（５）～（８）は、会場到着時に本部に提出すること。 

 

11 大会参加料 １チーム 5,000 円  第１日目会場到着時に本部で支払うこと。 

        準決勝以上出場チームは、さらに 5,000 円を徴収する。 

 

12 エントリー変更 

  （１）エントリー変更は、大会前日の 2022 年 11 月 11 日(金)17 時までに、上記メールアドレス宛

に U15 部会に申し出なければならない。ただし、エントリー変更を行う選手およびスタッフに

ついては、本要項「８ 参加資格」を満たしていること。 

  （２）大会が始まった後は、いかなる理由があっても、原則としてエントリー変更はできない。 

      ＊全国大会終了まで、疾病・障害等で変更する場合は、特別な手続きが必要となる。 

  （３）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。 

 

13 組み合わせ抽選会 

10 月上旬までに、U15 部会役員の責任抽選により決定し、ホームページに掲載する。 

前回大会の結果をもとに、シード権を与える。 

 

14 代表者会議 10 月 16 日（日）の予定＜時間・場所・開催方法未定（オンラインの場合あり）＞ 

 

15 開会式   行わない。 

 

16 閉会式   第３日目の競技終了後に行うので、第３日目に出場したチームは出席すること。 

 

17 表 彰  （１）優勝・２位・３位チームを表彰する。 

       （２）個人優秀選手を表彰する。＜予定＞ 

 

18 ベンチ   組み合わせ番号の若いチームがスコアラーズテーブルに向かって右側とする。 



19 規律委員会 本大会における手続きや競技会等について、U15 部会で速やかに対応する。 

 

20 保護者の応援について 

   (１) 保護者の応援を認める。ただし、指定する場所からの声を出さない応援とし、会場入館から

帰宅時の退館までの選手・他チーム関係者との接触を一切禁止する。また、保護者以外の応援

は認めない。 

  （２）応援者は、「８ 参加資格」（８）に掲げる項目を遵守し、各チーム責任者において、名前・

体温等を管理する。 

  （３）応援は当該チームの試合のみとし、スカウティングのためのビデオ撮影は禁止する。また、

撮影した写真・動画等は個人で楽しむためだけのものとし、ＳＮＳ等にアップロードすること

は禁止する。 

  （４）以上のことが守られない場合は、チームの責任とし、悪質な場合は、大会参加資格を取り消

す場合がある。 

  （５）新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、無観客にする場合がある。（めやすとして、滋

賀県・警戒ステージや、県協会の指示による） 

 

21 その他 

  （１）本大会の優勝チームは 2023 年１月４～８日に東京都・武蔵野の森総合スポーツプラザで行

われる「Jr.ウインターカップ 2022-23 第３回全国 U15 バスケットボール選手権大会」に滋賀

県代表チームとして出場する。ただし、何らかの事情で出場を辞退しなければならない場合等

の状況が生じたときは、２位以下のチームが出場する。 

  （２）提出されたデータや大会中撮影された写真等は、主催者が大会運営のために大会プログラム

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。

大会エントリーにより、選手・スタッフとも、これに同意したこととみなす。 

（３）参加チーム全員で準備、後始末にあたること。 

  （４）次の試合のチームのフロアへの入場は前試合終了後、すべての選手がフロアを退場した後の

入場とする。試合コートでのハーフのアップは認めない。 

 （５）選手・スタッフ等のエントリー以外のベンチ入りは認めない。 

（６）大会当日、今年度発行された「JBA メンバーカード」を選手・コーチは所持すること。 

  （７）会場責任者の指示に従い、会場使用上の注意を厳守すること。（選手・保護者にも伝える） 

  （８）各自でスポーツ保険等に加入しておくこと。 

 

22 大会本部  ３日間とも、長浜伊香ツインアリーナ内に設ける。 


