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令和４年 11 月 2 日現在 

      令和４年度 千葉県 U15 冬季リーグ戦  実施要項 

 

１．主  催  (一社)千葉県バスケットボール協会 

２．主  管 (一社)千葉県バスケットボール協会Ｕ15 カテゴリー部会 

３．日  程  令和５年１月 15 日（日）、２月 5 日（日）、２月１2 日（日）、3 月 5 日（日）【予備日】３月 12 日（日） 

       ※当該チームのやむを得ない事情等により、この日程によらない場合は、大会本部の承認を得て、期

間内で実施すること。 

４．会  場 千葉県内中学校 体育館 他 

５．競技方法   

（１）(一社)千葉県バスケットボール協会Ｕ15 カテゴリーに所属するチームによるリーグ戦方式。 

（２）グループリーグ数は原則 5 チームリーグとする。やむを得ず４チームリーグないしは６チームリ

ーグになることがある。各チームが１ゲーム行うことを１節とし、全 3（4 チームリーグの場合）

～5 節（6 チームリーグの場合）で行う。やむを得ず、日程が合わない場合、チーム代表者が事前

にリーグ責任者に連絡をし、予備日で対戦することとする。 

   （３）勝ち点制とし、勝ちチームに３点、引き分けチームに１点を与え、負けチームは０点とする。 

延長戦は行わない。 

６．参加資格 

   （１）チーム 

①2022 年度において、（公財）日本バスケットボール協会Ｕ15 カテゴリーを経て、(一社)千葉県バス 

ケットボール協会に加盟が認められたチーム（10 月 31 日までに日本協会登録を完了していること） 

②参加チームを千葉県全域から募集するため千葉県全域のゲーム会場への移動が可能であるチーム。 

③JBA 公認 E 級ライセンス以上の審判員を必ず１名帯同するチーム。 

④リーグ戦会場となる体育館の確保（公共の体育館含む）に積極的に協力するチーム。 

(２）競技者 

①2022 年度において、（公財）日本バスケットボール協会Ｕ15 カテゴリーを経て、(一社)千葉県バス 

ケットボール協会に加盟が認められたチームに登録された競技者であること。また本リーグ戦に出場 

するチームの支配下選手として登録されていること。 

②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とす 

る。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 名までとする。 

③複数チームでの参加は認めない。 

④外国籍選手のエントリー制限は行わない。 

⑤エントリー変更については、毎試合ごとに可とする。試合前にチームメンバー表を相手チームと TO

に提出をする。 

    (３）コーチ・審判・チーム責任者・トレーナー 

    ①ベンチで指揮するコーチは、JBA 公認 E 級コーチ以上を保有し、年齢が 2022 年４月１日現在 18 歳以 

上(高校生を除く)であること。なお、同一大会で、複数のチームヘッドコーチを兼務することはでき 

ない。 
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   ②審判は、本大会において帯同審判員として活動できる者で、JBA 公認 E 級審判以上のライセンスを取 

得している審判員とする。また年齢は 2022 年４月１日現在 15 歳以上であること。 

    ③チーム責任者は、年齢が 2022 年４月１日現在 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。 

 

④トレーナーは、日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー資格を保有することが望ましい。 

なお、国家資格（柔道整復師、針・灸・マッサージ、理学療法士など）、NATA（全米アスレティッ 

クトレーナー協会資格）も同様とする。年齢が 2022 年４月１日現在 20 歳以上であること。 

＊各チームでトレーナーを帯同することを推奨する。 

 

７．競技規則   

(１) 現行の（公財）日本バスケットボール協会競技規則による。ただし、ハーフタイムでの次試合当該 

チームのフロアアップは無しとする。 

   (２) マンツーマンディフェンスの基準規則及び補足解説による。 

   （３）ユニフォームは、現行の（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。但し、スポ 

ンサー名を入れる場合は、名称や図柄などについて未成年が着用するにふさわしいものとする。その 

可否は県協会及び U15 カテゴリー部会で判断する。 

   （４）競技日程は原則以下の通りである。各チーム１日１試合を原則とする。ただし体育館の使用時間に 

よっては時間等に変更することがある。    

          【 競技日程（例）】 

開 場     ８：００ 

打ち合わせ    ８：３０（第１試合の３０分前） 

第１試合    ９：００ 

第２試合   １０：３０ 

第３試合   １２：００ 

第４試合   １３：３０ 

第５試合   １５：００ 

※試合の入れ替えの消毒や換気を十分行うこと。 

  ※当該チームのやむを得ない事情により、17：00 以降に試合をする場合には、大会本部の承認を得ること。 

   （５）試合中の暴言・暴力等のインティグリティに反する言動に関しての対応は、競技規則及び JBA プレ 

ーコーリング・ガイドラインによる。 

 

８．チーム構成 チーム編成は、チーム責任者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、トレーナー１名、帯同審判員１名、登録選手 18 名の合計 24 名以内とし、必要に応じ 

て支配下登録（控え）選手を認める。 

 

９．エントリー方法 

(１) チームの参加申込み 

千葉県バスケットボール協会 U15 カテゴリー部会の冬季リーグのホームページにある『大会参加 
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申し込み』より令和４年 11 月 16 日(水)～25 日（金）の間に WEB 上にて、必要事項を記入し申

し込みをすること。なお、申し込みが完了したチームには大会本部より「申し込み完了のお知ら

せ」をメールで送る。申し込み後３日間以内に返信メールがない場合は大会本部まで連絡をする

こと。参加費等は大会当日に支払うこと。 

 

   （２）メンバー表の提出 

千葉県バスケットボール協会 U15 カテゴリー部会のホームページより、『メンバー表』データを 

ダウンロードし、令和４年 11 月 16 日(水)～12 月 9 日（金）の間に下記申し込み先に、必要事項

を明記してメールにて申し込むこと。 

 

 

 

 

（３）トレーナー 

トレーナーを帯同する場合は、本大会ホームページより『トレーナー申請書』をダウンロード

し、必要事項を記入の上、大会初日にリーグ責任者へ提出すること。 

 

   （４）個人情報の取り扱い 

提出書類に記載された氏名や学年、学校名などの個人情報は、主催者が大会運営のため大会プロ 

グラムに使用する。チーム責任者は、競技者の保護者から個人情報掲載の承諾を得るため，本大 

会ホームページより『個人情報掲載の承諾書』をダウンロードし、保護者に承諾を得ること。な 

お、承諾書はチームで保管すること。また『個人情報掲載の承諾状況確認書』については、大会 

初日にリーグ責任者へ提出すること。 

 

10．組み合わせ抽選会 

      リーグ分けは 12 月 3 日（土）とする。県冬季リーグ実行委員会の責任抽選とする。決定後は 

(一社)千葉県バスケットボール協会Ｕ15 カテゴリー部会ホームページにて発表する。詳細の日程 

については、決定し次第、同ホームページにて知らせる。 

 

 

11 リーグ責任者の任命 

      組み合わせが決定後、大会本部から各リーグ責任者を任命する。任命された方にリーグに必要な 

物品の引き渡しを行う。日時及び会場は、各リーグ責任者に大会本部より後日連絡をする。 

 

12 式  典    開閉会式は行わない。 

 

13 参 加 費    大会参加費として，大会初日の打ち合わせにて，15.000 円を各リーグ責任者へ現金で支 

払うこと。プログラムは１部 500 円とし、注文した分の金額をリーグ責任者へ現金で支 

払うこと。 

 

【 申し込み先 】  千葉県冬季リーグ大会本部 宛 

【メールアドレス】 CBA.U15winterL@gmail.com 

 

 

ホームページ掲載日時 １２月４日（日） １８：００（予定） 
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14．表  彰  各チームに賞状（１位～5 位）を授与する。 

 

15 ホームページへの掲載について 

  以下の事項について，千葉県バスケットボール協会ＨＰへ掲載をする。 

①各リーグの結果 

  ②政府及び千葉県による緊急事態宣言等が発令され、大会開催が困難と判断した場合における大会中止の 

お知らせや会場確保が困難におけるリーグ中止の場合のお知らせ 

  ※②については，ＨＰへ掲載するとともに，リーグ責任者から各チーム代表者へ，電話連絡もしくはメー 

ル連絡を行う。 

 

16 感染症対策 

（１）「新型コロナウイルス感染症拡大防止対策体調・管理シート」の取り扱い 

  来場者には全員、感染症拡大防止の目的から本リーグ戦用【体調チェックシート】への記入を遵守するこ 

と。また、その他会場校が定めている諸注意を遵守すること。 

（２）各チーム責任者は試合のある日に、「体調チェックシート」をリーグ責任者に提出すること。リーグ責 

任者は、リーグ戦最終日に「体調チェックシート」を各チームから回収し、4 週間保管すること。 

（３）毎試合ごとに、消毒と換気を行うこと。 

（４）観客の入場の可否については情勢により大会前に決定する。ただし、使用会場の方針を優先すること。 

観客は会場のきまりを遵守すること。なお、体調チェックシートを提出すること。 

（５）千葉県バスケットボール協会 U１５カテゴリー部会作成の「新型コロナウイルス感染症感染拡大防止ガイ 

ドライン」を遵守すること。 

（６）参加チームは、試合終了後、チームベンチの消毒及びＴＯ席の機器・イスなどの消毒を徹底すること。

消毒する物品（除菌スプレーやペーパータオルなど）は自チームで用意すること。 

 

17 規律 

（１） 参加チームはインティグリティの精神（誠実さ、真摯さ、高潔さ）に則り、「クリーンバスケット、ク

リーン・ザ・ゲーム」の取り組みに向けて、暴言等は慎み、ゲームを尊重する精神（リスペクト・フォ

ー・ザ・ゲーム）を持ち、試合に臨むこと。 

（２） 本大会における手続きや競技会等の規律については、JBA が定める規律規定ガイドラインの手続きに沿

って、大会本部で速やかに対応する。規律規定ガイドラインについては、JBA のホームページを参照と

すること。 

 

18 そ の 他 

（１） 大会参加中の傷害（大会参加中の事故を原因とした後遺障害を含む。）については、大会参加条件であ 

る傷害保険への加入の上、各チームで対応すること。救急車を要請する場合は，会場の責任者を通して 

行うこと。 

（２） 一般社団法人千葉県バスケットボール協会主催大会における肖像権・映像権利はすべて一般社団法人千 

葉県バスケットボール協会に帰属し、画像・映像を主催者の許可なく使用・公開することを禁じます。 

（３）大会運営上、各チーム会場確保の協力をすること。（リーグ戦中、1 節は自チームで確保した会場で試合 

を行えるようにすること。） 
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（４）新型コロナウイルス感染症等で，大会が中止となった場合，大会の延期はしない。 

（５）リーグ戦開催前に大会が中止となった場合の参加費はとらない。ただし、大会が開催された場合は、途 

中で中止となっても，参加費の返金は行わない。 

（６）申し込み後、本リーグ戦を辞退する場合には、大会本部に連絡をすること（メールアドレスは下記の通 

り）。リーグ分け後、辞退する場合には、リーグ責任者にもその旨を連絡すること。 

（７）リーグ分け後、辞退するチームが増えても、新たなリーグ分けはしない。 

（８）リーグ戦会場については，リーグ責任者を中心に,リーグ毎に調整をし、決定していく。 

（９）なお、本要項についての問い合わせは、チーム代表者が下記県リーグ実行委員会までメールにて連絡す 

ること。 

 

 

 

 

（10）本リーグ戦と全国選手権大会千葉県予選会との関係性はないことを十分に理解すること。 

【 申し込み先 】  千葉県冬季リーグ大会本部 宛 

【メールアドレス】 CBA.U15winterL@gmail.com 

 

 


