2021 年度

愛知県中学生バスケットボール新人大会
＜大会規定＞

※ 大会開催中止の判断について
① 大会開催期間中に、緊急事態宣言が発令される場合は、開催を中止いたします。
② 感染対策マニュアルに従い、出場辞退チームが男女合わせて参加チーム数の 10％程度（５チーム以上）
出た場合、愛知県バスケットボール協会 U15（中学校）部会において協議したうえ、県新人大会の開催を
中止する場合もあります。ただし、参加チーム内での陽性者多数発生による辞退とは異なり、各教育委員
会の部活動指針または学校長判断によって出場辞退となった場合は、その限りではないものとします。
※ 大会開催日までに部活動方針等の活動制限解除の見込みがなく大会出場できないことが判明した場
合は、速やかに地区総務委員長ならびに大会事務局までご連絡ください。
１ 試合時間

試合時間は、8 分-（2 分）-8 分-（10 分）-8 分-（2 分）-8 分の正式タイムとする。
第 4 クォーターが終わったときに得点が同点だった場合、2 分のインターバルののち、1
回 3 分のオーバータイムを決着がつくまで必要な回数行う。
前試合が予定時刻より遅れた場合は、試合終了後 10 分間のインターバルの後、試合を
開始する。
なお、感染症対策の観点から、次試合チームはハーフタイムに、コートでのウォーミン
グアップをすることはできない。

２ 没収試合

ゲーム開始時刻より 15 分が過ぎても用意の整わないチームは、ゲームを没収され、相
手チームの勝ちとする。また、当該校の教員不在のチームはゲームを没収する。

３ 棄権

やむを得ず棄権する場合は、チームの代表者が 2/7(月)までに、所属地区総務委員長と
県新人大会事務局（豊川市立東部中学校 伊藤誠朗）まで連絡する。今年度については、
感染症感染防止の観点から、該当地区の繰り上げは行わない。

４ ベンチ

チームのベンチは、組み合わせの若番がオフィシャルズテーブルに向かって右側とし、
ユニフォームは淡色を使用する。
ベンチ入りできるメンバーは、参加申込書に記載されたスタッフ 4 名（コーチ、A コー
チ、引率者、マネージャー）と選手 15 名までとする。ベンチスタッフは必ず ID カードを
付けること。マネージャーは生徒が行っても構わない。
ID カードは受付で渡します。ID カードなしではフロアーには降りられません。

５ ユニフォーム
６ メンバー表

ユニフォームは濃淡 2 色（淡色は白色）を用意し、選手は胸と背中に番号を明記する。
番号は 00～99 番とする。
メンバー表の提出は不要。
（大会本部で作成いたします。
）
ベンチで指揮を執るコーチ名、A.コーチ名を大会日の受付の際に、大会本部で申告する。

７ エントリー変更

エントリー変更届を大会参加の初日に大会本部に提出すること。なお、選手の変更は認
めるが、番号の変更は認めない。

８ TO 割当

TO とコートキーパーは出場チームが行う。TO 主任として担当者も配置するが、原則担
当チームの指導者が TO 指導にも入ること。

９ 審判割当
10 マンツーマン
コミッショナー

大会本部より派遣依頼した、ライセンス保有の審判員で行う。
大会本部より派遣依頼した、マンツーマンコミッショナーで行う。
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チーム責任者は、以下の注意事項を選手、保護者、関係者へ周知、徹底すること。
（１） 別添「県新人大会における感染症対策について」をよく読み、感染症対策を十分に理解し、指示に
従った行動の徹底をお願いします。
（２） 感染症対策として、無観客試合で開催する。
【重要】
参加者は、チーム関係者（引率者・コーチ・A.コーチ・マネージャー）とエントリーした選手のみ
とし、エントリー外の部員の入館は認めない。
ただし、記録係としてエントリー外の部員または保護者から２名（ビデオ係・カメラ係）までの入
館を認める。
※ チーム関係者・記録係は入館時に渡す ID カードをつけること。入退館はチームとして一斉に行う
ことにご協力ください。チーム関係者・選手は、一緒にフロアーに下りるようにしてください。ID
カードの無い方は、入館することができません。
（３） 大会に参加するにあたり、「健康チェックシート」での体調管理を徹底すること。
※ 参加者・記録係の健康チェックシートは当日持参すること。受付でまとめて提出できるようにご
用意ください。（クリアファイルにまとめてもらえると助かります）
《注意》健康チェックシートが提出できない方の入館は認めません。
（４） 選手の更衣は、観覧席、ベンチサイドで行わないこと。会場の指定された場所で行うこと。
（５） 競技用シューズの上下兼用は、絶対しないこと。
（６） 盗難防止のため所持品・財布等は各チームでまとめ、試合中はベンチまで持参すること。
（７） 応援は自分達のためにするものであり、相手をけなすような応援は禁止する。また、相手チームの
フリースローの際に不必要に大声を出すことも控えること。
（８） 試合会場の開館時刻（9:00）以前に到着した場合、近隣住民の迷惑にならないよう行動すること。
公道などでのアップは行わないこと。
（９） 選手のアップ指導を徹底すること。フロアー以外の施設内や駐車場でのランニング、ドリブル、壁
にボールをぶつけるなどの行為を禁止する。
（10） 選手には、けがに十分注意するよう事前指導を行うこと。
万一、選手のけがや物品破損が発生した場合は、至急、会場主任か審判主任に報告すること。
（11） 会場の駐車場には限りがあり、周辺は駐車禁止区域です。
（12） 各会場に迷惑をかけることのないよう、マナー指導を行うこと。施設は大切に使用し、ペットボト
ル・弁当等のごみの後始末を各チームで必ず行うこと。
（13） 個人情報保護のため、個人およびチームで使用する目的以外での静止画、動画の撮影は認めません。
また、インターネット上への投稿や配信も禁じます。記録係が撮影しているものをライブ中継するこ
とも禁じます。撮影は自チームの試合のみとしてください。
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チーム関係者へ（3/25 豊橋総合体育館について）
・ 開会式は行いません。チームの代表者は会場到着後、受付で大会連絡事項を確認してください。
・ 開場時間は 9:00。ただし、フロアーの準備が整うまでは観覧席で待機してください。
・ 会場の準備は、東三河地区役員で行います。準備が整い次第放送で連絡します。
・ 第２試合以降のチームの入館は、自チームの試合開始時刻１時間 40 分前からとします。役員が案内を
しますので、会場の外で待機してください。入退館はすべて２階の出入り口からとします。１階の出入り
口は、一般の方が使用しますので、使用できません。
（１） 受付・参加費について
・ 大会に参加する初日に参加費 10,000 円を支払い、領収書を受け取ってください。
・ 各チームに ID カードを渡しますので、館内では必ず着用してください。お帰りの際に返却してく
ださい。
・ コーチライセンス有資格者は、コーチ登録証をフォルダに入れ、首から下げてください。
・ 大会 2 日目以降も受付をお願いします。
（２） 服装について
・ ベンチスタッフは、長ズボン、襟付きシャツの着用等、服装も考慮する。ジーパン、ジャージ、ス
ウェットはご遠慮ください。
（３） 「クリーンバスケット、クリーンザゲーム～暴力暴言根絶～」について
・ 選手に対して技術指導のほかに、中学生およびスポーツ選手として好ましい態度・言葉遣い・礼儀
等、基本的生活習慣の形成に役立つような指導をしてください。
・ 指導者も選手に対する態度・言葉遣い、ゲーム中の立ち居振る舞いについて、「誠実さ、真摯さ、
高潔さ」をもって臨んでください。
（４） アップについて
・ 公道や近隣公園などでのアップは行わないこと。
・ ロビー、廊下、ランニングコースでのアップは厳禁です。
・ サブアリーナを使用することができます。※１・２日目 淡色チーム…前半

濃色チーム…後半

（５） 消毒について
・ 試合で使用した座席は、チーム関係者が必ず消毒をしてください。（消毒液は主催者側で用意しま
す。）消毒完了後、次の試合の選手をコートへ誘導します。
（６） 観覧席について
・ 各チームの控え席を指定します。座席は前後左右１つずつ間隔を空けて使用してください。荷物を
まとめ、貴重品の管理は十分に注意してください。
・ 退館の際は、使用した座席の消毒をしてください。
（消毒液は主催者側で用意します。
）
（７） ゲームの進行について
・ 試合開始 5 分前までには、実際にベンチで指揮をとる人（コーチ）が TO にスターティングメンバ
ーおよびゲーム･キャプテンを報告し、スコアーシートにサインをお願いします。
・ 会場では、鳴り物を使った応援を禁止します。また、ベンチでのメガホン使用や物をたたいての応
援は禁止とします。口笛･指笛等も慎んでください。大声での応援も今大会では慎んでください。

・ 教育的観点・配慮より、相手チームへの執拗な掛け声を慎んでください。
例）トラベリング→糸巻き巻き 糸巻き巻き～
ファウル →ナイスファウル～、
痛てててて 何すんねん～ e.t.c
※ チームの応援とはいえ、相手チーム・選手に不快感を与えるような応援の仕方、また審判へのブ
ーイングは慎むようご指導ください。
・ スムーズなゲーム開始並びに進行にご協力してください。特に以下の点の徹底をお願いします。
○ 選手は試合進行をスムーズにするため、かけ足で移動をすること。
○ アウトオブバウンズ等のボールは、選手が拾い審判へ渡すこと。
○ タイムアウトは、50 秒の合図で選手が必ずコートに戻ること。
○ タイムアウト請求は、コーチのみ TO へ行ってジェスチャーとともに行うこと。
○ 選手交代は、選手自らが準備完了してから TO へ向かいジェスチャーとともに申し出ること。
また、タイムアウト時･インターバル時･ハーフタイム時でも TO へ申し出ること。
○ ゲームキャプテン交代は、コーチが審判へ新たなゲームキャプテンを報告すること。
・ スコアーシートは、ゲーム終了後にコピーを本部に用意します。必要なチームは本部へ取りにきて
ください。
（８） 駐車場について
・ 駐車場は台数に限りがあります。自家用車を利用する場合には、極力、乗り合わせでお願いします。
・ 体育館北側・南側の駐車場をご利用ください。体育館西側「アクアリーナ豊橋」との間の駐車場は
ご利用をお控えください。
（９） その他
・ 横断幕（部旗）の掲示は、試合前のアップ時に行い、試合後は速やかに撤去してください。
・ 金品管理など各チームでお願いします。また最近、バスケ会場にカメラ小僧・盗撮者などが出没し
ております。不審者を見かけたら本部にお知らせください。
・ 大会中の選手のけが、器物破損のあった場合は、大会本部へ速やかに報告してください。
・ 忘れ物の確認、ごみの片づけをしっかりと行ってから退館してください。
・ 会場内のどの部分においてもコンセントを利用しての機器の使用、充電行為は全て禁止です。
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大会運営役員へ（3/25 豊橋総合体育館について）
（１） 大会役員は、長ズボン、襟付きシャツの着用等、服装も考慮する。ジーパン、ジャージ、スウェット
はご遠慮ください。
（２） 大会役員と審判は、会場到着後、受付で ID カードを受け取り、帰りに返却する。ID カードがないと
フロアーに入れません。
（３） 大会役員の入館は８：３０～
打合せを８：４５～ 体育館フロアー本部前で行う。
審判・MC の入館は８：４５～
打合せを９：０5～ 審判控室で行う。
MC の打合せを９：２０～ コミッショナー控室で行う。
※ 問い合わせ先
■ 大会事務局：東三河地区総務委員長
■

伊藤誠朗（豊川市立東部中学校）
TEL：0533-85-1717
愛知県協会 U15 部会長：坂野貴則（名古屋市立神の倉中学校）
TEL：052-878-6007

FAX：0533-89-5314
FAX：052-878-6889

