
 

2022年度 Ｕ15 バスケットボール中学校 地区リーグ 大会要項 

【NEXT LEAGUE-U15】【FRIENDSHIP LEAGUE-U15】 

 

１ 趣 旨   （一財）愛知県バスケットボール協会は、（公財）日本バスケットボール協会（以下、JBA

と表記）が推進する年間を通したリーグ戦文化の定着の実現に向け本リーグを実施します。競

技方法としてリーグ戦を行う目的は、一定試合数を確保してプレー機会を創出すること、実力

の拮抗したゲームを多くして選手の育成を促すことです。 

 

２ 主 催   （一財）愛知県バスケットボール協会 

 

３ 主 管   （一財）愛知県バスケットボール協会 U15（中学校）部会 

 

４ 協 賛    豊田通商株式会社  株式会社デンソー 株式会社アイシン 三菱電機株式会社 

 

５ 期 間   【NEXT LEAGUE-U15】【FRIENDSHIP LEAGUE-U15】 

地区リーグ：2022年 4月～7月初旬 ※当該グループで日程を調整して行う。 

 

６ 会 場   【NEXT LEAGUE-U15】【FRIENDSHIP LEAGUE-U15】 

地区リーグ：指定しない。当該グループ内で会場校を決定する。 

 

７ 参加資格 (1) JBAに U15（中学校）登録したチームであること。 

(2) JBAに競技者登録した中学生の選手であること。 

ただし、U15（クラブ・Ｂユース）に登録したチームで競技者登録した選手については、

在籍する中学校バスケットボール部に所属していれば参加を認める。 

(3) 1チームの編成は、男女とも引率責任者 1名・コーチ 1名・アシスタントコーチ 1名・マ

ネージャー1名・選手 15名の計 19名以内とする。 

引率者は、コーチ・アシスタントコーチまたはマネージャーを兼務できる。 

マネージャーは、出場校の教員または生徒とする。 

ベンチスタッフに１名以上の JBA公認コーチ（E-2級以上）有資格者がいること。 

(4) 原則として、審判が帯同できること。 

(5) 学校長の承認があること。 

(6) 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、以下のいずれにも

該当しないこと。 

① 37.5℃以上の発熱がある 

② 咳（せき）、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。 



 

 

８ 大会参加料 【NEXT LEAGUE-U15】【FRIENDSHIP LEAGUE-U15】 

  2,000円（税込み） ※ 参加初日に会場にて徴収します。 

 

９ 参加料返金 感染拡大防止の観点から、リーグ戦に参加できない場合は、返金を行う。 

        ・ 全日程不参加の場合  ・・・全額返金 

        ・ １試合でも参加の場合 ・・・返金なし 

 

10 エントリー (1) スタッフは 6名（監督、コーチ、Ａコーチ、マネージャー、帯同審判他）以内とする。 

(2) JBA競技者登録している選手をすべて大会エントリーすることを認める。試合毎にゲー

ムエントリーは 15名以内とする。 

 

11 競技方法 【NEXT LEAGUE-U15】【FRIENDSHIP LEAGUE-U15】 

   (1) 地区にリーグ戦のグループを編成する。原則 6 チームのグループとし、1 回戦総当たり

とする。グループ編成については、U15（中学校）地区担当の責任の下、行う。 

(2) 勝ち点を、「勝ち 3、引き分け 1、負け 0」とする。 

勝ち点が同点の場合は、該当チーム間での勝敗で順位を決める。3 チーム以上が同点の場

合は、該当チーム同士のゲームにおける総得失点差で順位を決める。 

 

12 競技規則 (1) 「2021バスケットボール競技規則」に準じて行う。但し、１クォーター8分とする。 

延長戦は行わない。また、以下のローカル・ルールで行う。 

【NEXT LEAGUE-U15】【FRIENDSHIP LEAGUE-U15】 

・ 競技時間はランニングタイムとする。 

 ・ フリースロー・タイムアウト・第 1〜第 3の各クォーター残り 1分間と第 4クォータ

ーの残り 2分間は正式ルールとする。 

 ・ 各インターバルは 2分間、ハーフタイムは 5分間とする。 

(2) 「マンツーマンディフェンスの基準規則」に則って運営するが、試合におけるマンツー

マン／ゾーンのディフェンス判定は行わない（ＭＣを特に置かない）。 

 

13 表 彰  【NEXT LEAGUE-U15】【FRIENDSHIP LEAGUE-U15】  グループ１位を表彰する。 

 

14 ユニフォーム  ユニフォーム番号は、0～99 のいずれかを用いる。組合せ番号の小さいチームが⽩⾊を着⽤

する。ただし、対戦チームの了解があれば濃淡を互いに変更できる。 

・ Ｔシャツ・アンダーガーメントの着⽤について  

ユニフォームと同色のＴシャツの着用は認める。アンダーガーメント類の着⽤も認めるが、

白か黒かユニフォーム色でチーム内にて統一とする。 

 

15 ベンチ   ベンチは組合せの番号が小さいチームがオフィシャル席に向かって右側とする。 

 

16 ボール   男⼦は 7号、⼥⼦は 6号を使⽤。参加チームで試合球を用意すること。 

 

 

 



 

 

17 メンバー表  第 1試合のチームは試合開始の 20分前、その他のチームは前試合の前半終了までに、 

TeamJBA のチーム加入選手一覧表を印刷した物（一覧表に記載ない選手については、登録証

カードの提示）と指定のメンバー表を大会本部に提出し、チェックを受けること。 

※ メンバー表は U15（中学校）部会ホームページよりダウンロードできます。 

 

18 審判     【NEXT LEAGUE-U15】【FRIENDSHIP LEAGUE-U15】 

帯同審判を原則とするが、審判が不足する場合は審判を派遣する。 

※ 審判はレフェリーカッター・黒のスラックスを着用し、有資格者はライセンス章を

付けること。 

※ 感染症対策のため、ホイッスルを使用する際は、原則ホイッスルカバーを着用する。

ホイッスルカバーは自作のものでも構わない。また、マスク着用の上、電子ホイッス

ルの使用も認める。ホイッスル、電子ホイッスルのいずれか一方にそろえて審判を行

うこと。 

 

19 ＴＯ    出場チームで割当を行う。 

 

20 棄権する場合 棄権する場合は試合がある週の木曜⽇（pm4:00）までに、U15（中学校）地区担当および対戦

チーム校へ電話にて連絡してください。 

 

21 その他   (1) 今大会を、無観客試合とするかは、各市町村教育委員会の部活動指針をうけて判断して

いくこととする。 

(2) 大会へ出場するチーム・選手は、本大会が定める「COVID-19 対策ガイドライン」の各

種事項について遵守するものとし、虚偽等は一切あってはならない。また、「COVID-19対

策ガイドライン」の各種事項について遵守しなかった場合、虚偽等の申告があった場合、

JBA 規律規程、ABA 基本規程、競技会における違反行為に対する懲罰基準に則り罰則があ

たえられる場合がある。 

なお、「COVID-19対策ガイドライン」は状況により変更する場合がある。 

        (3) チームの新型コロナウイルス感染対策責任者は、大会当日に健康チェックシート(エン

トリーしているチームスタッフ及び選手分)を提出し、会場への入場許可をもらうこと(検

温結果及び健康状態によっては入場をお断りする場合がある)。また、大会開始日 4 日前

～大会期間中にチーム内で「参加資格(6)」の事項を含む、陽性者・濃厚接触者・体調不

良者が発生した場合は、速やかに地区リーグ担当者・所属リーグ長へ連絡すること。その

際、その者の発症日または承認日から 48時間を遡ってチームの活動状況(活動へ参加した

メンバー情報を含める)と 2週間分の本人の行動記録を把握しておくこと。 

        (4) 「参加資格(6)」の事項を含め、新型コロナウイルス感染症と疑われる体調不良者が発

生した際は、試合中であったとしても出場資格を取り消す場合がある。また、大会中に出

場チーム（対戦相手チームの場合もある）に濃厚接触者や感染疑いが生じた場合は、出場

辞退を勧告し、または参加資格を取り消す場合がある。 

        (5) 出場する試合の 4日前以降において、新型コロナウイルス感染症と疑われる体調不良者

(以下「体調不良者」という。)が発生した場合は、その者の来場と試合への出場を不可と

する。加えて当該チームの感染対策責任者は、前述の体調不良者との濃厚接触者を確認し、

地区リーグ責任者と協議のうえ、非接触者と断定できる選手が 5名以上揃わない場合は不



 

戦敗とする。また、体調不良者が発生した後で、保健所等の判断を仰ぐにあたり、その後

の大会運営等に大きな支障をきたす場合は本大会を中止する場合がある。 

        (6) 新型コロナウイルス感染症に関する措置(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、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。 

        (7) 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。 

 

＜申込方法・日程等＞ 

【NEXT LEAGUE-U15】【FRIENDSHIP LEAGUE-U15】 

① 4月 15日（金）18:00までに、地区リーグ担当者へ参加意思確認書・日程希望表をメールすること。 

 ※ 名古屋地区については、【NEXT LEAGUE-U15】参加希望チームは、4 月 5 日（火）18:00 までに地区

リーグ担当者へ参加意思確認書・日程希望表をメールすること。4 月 5 日の提出には、4 月中の日程

希望だけでも結構です。4月 15日までに、5月以降のものを改めてご提出ください。 

  

② 4月 29日（金）までに、U15（中学校）地区リーグ担当者より、出場するグループ・組合せ・グルー

プキャップ校（日程・会場調整係）等について申込チームにメールにて連絡する。 

 ※ 名古屋地区【NEXT LEAGUE-U15】については、リーグ編成・日程調整が付き次第、連絡します。 

③ リーグ戦初日の７日前までに、グループ内で連絡を取り、大会日時・会場を調整して決める。 

④ リーグ戦初日までに、大会参加確認書に学校長印（職印）を押印し、地区リーグ担当者へ提出する。 

⑤ リーグ戦各節終了毎に U15（中学校）地区リーグ担当者まで結果を報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

運営全般・会計全般：U15部会長 坂野 貴則（名古屋市立神の倉中学校） 

 

U15（中学校）地区リーグ担当： 

名古屋〉安江 孝太 （名古屋市立鳴子台中学校） 西尾張〉中村 春雄（一宮市立尾西第一中学校） 

愛 日〉八木 勇樹（東郷町立春木中学校）   知 多〉榊原 章仁（阿久比町立東部小学校） 

西三河〉田村 光弘（豊田市立猿投中学校）   東三河〉伊藤 誠朗（豊川市立西部中学校） 


