
ベルジョイス CUP 2022 年度第４回岩手県 U15 バスケットボール選手権大会 

兼 Jr.ウィンターカップ第３回全国 U15 バスケットボール選手権大会岩手県予選会 

実施要項 

 

１．主  催   一般社団法人岩手県バスケットボール協会 

 

２．主  管   一般社団法人岩手県バスケットボール協会 

         岩手県 U15 バスケットボール選手権大会運営委員会 

 

３．特別協賛   株式会社ベルジョイス （株）佐藤興産 

 

４．協  賛   （有）かんのシューズ  （株）プレステージ・インターナショナル 

（有）かくりき商店  トヨタＬ＆Ｆ岩手（株）  トヨタ紡織東北（株） 

（株）フープスター・サカイ  東亜道路工業（株）  山口北州印刷（株） 

（株）モルテン  （有）下斗米測量設計  （株）Fair Sports Morioka A.T 

さいとう鍼灸院  （一社）大槌町観光交流協会 

バスケットプロショップ・スクラッチ  サン・クロレラジャパン（株） 

（株）アイズ・カンパニー  井上スポーツ（株）  （株）B.B.JUMP 

（株）スポーツブレイン 

 

５．後  援   岩手県教育委員会     岩手県中学校体育連盟 

         奥州市教育委員会     株式会社岩手ビッグブルズ 

 

６．期  日   2022 年 11 月 12 日（土）～11 月 13 日（日） ※２日間 

 

７．会  場   〈１日目〉奥州市総合体育館 

              【〒023-0132 岩手県奥州市水沢羽田町うぐいす平 72 番地】 

         〈２日目〉奥州市立江刺第一中学校 

              【〒023-1101 岩手県奥州市江刺岩谷堂小境１】 

 

８．大会方式   トーナメント戦 

 

９．競技規則   (1) 現行のＪＢＡバスケットボール競技規則による。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) ユニフォームは、2020 年 11 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

柄等にお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、濃色の際は同色系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申し出て許可を得ることとする。 

         (4) リバーシブルタイプのユニフォームを着用する場合は、上下の色やデザインが

同じものとする。但し、迷彩柄は認めない。尚、全国 U15 バスケットボール選

手権大会は、JBA 主催の大会のためリバーシブルの着用は認められていない。 

         (5) 外国籍選手（JBA基本規定に基づく）の出場は、コート上 5名のうち 1名以内

とする。 

 

10．参加資格   (1) 参加チーム 

          ① 2022 年度において、一般社団法人岩手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 カテゴリーに加盟が認められたチー

ムであること。よって、本年度の岩手県 U15リーグ戦にＡ・Ｂの２チームで出

場しているクラブチームであっても、U15 選手権には１チームしか出場できな

い。 

          ② 本年度の岩手県 U15リーグ戦に参加していること。 

          ③ 岩手県中学校体育連盟が主催する、本年度岩手県中学校新人バスケットボー

ル競技大会の上位８チームに出場権をあたえる。 

          ④上記①、②で認められた、岩手県内のクラブチームに出場権を与える。クラブ

チームの出場枠は男子７チーム、女子８チームとする。 

          ⑤ Ｂユースチーム（岩手ビッグブルズ）に出場権（男子）を与える。 

          ⑥ クラブチームの参加申込数が出場枠を超えた場合は、予選会を実施する。尚、

本年度の U15リーグ戦の２部県リーグを予選会の対象とする。 

          ⑦ 県中学校新人バスケットボール競技大会の上位８チームの中で出場を辞退す

るチームが出た場合には、クラブチームの出場枠を増やす。 

  

        (2) 競技者 

① 2022 年度において、一般社団法人岩手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 カテゴリーに加盟が認められた競技

者であること。尚、クラブチームへの移籍は、年度内に１回は認められるが、

その際 2022 年８月 31 日までに移籍が完了していること。また、同一年度で

の出場は、都道府県予選会・本戦ともに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。 

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とする。但し、2010 年（平成 22 年）４月２日から 2012

年４月１日に生まれた者を選手として大会にエントリーする場合、１チーム

あたり２名までとする。 

③ 県中学校新人大会で出場権を得たチームの競技者は、中学校１・２年生に限

る。 

④ 競技者（コーチ）は、複数のチームで出場することはできない。また、コーチ

については、新人大会、クラブチームの両方で出場権を得た場合でも、いずれ

か一方のチームでしかエントリーできない。 

⑤ クラブチームに登録している選手が学校チームで新人大会に出場した場合、



クラブチーム枠での本大会への出場は認めない。同じ選手が２チームで U15選

手権への出場権を得る大会（新人大会と２部リーグ戦）に出場することはでき

ない。 

(3) コーチ・チーム責任者 

① 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。尚、ベンチで指揮を執るコーチは、試合前に

テーブルオフィシャルズにてスコアシートにサインする際、必ず JBA 公認登

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提げる

こと。 

② 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。 

③ コーチについては、新人大会、クラブチームの両方で出場権を得た場合でも、

いずれか一方のチームでしかエントリーできない。 

 (4) その他 

  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

当した際は、主催者にて大会参加資格を取り消す場合がある。 

 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 新型コロナウィ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る国、

地域等への渡航又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。 

 

11．チーム構成   １チームの大会登録は、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、トレーナー、ドクター等）、選手 15 名以内の計 19 名

以内とする。 

 

12．申込方法及び期日 2022 年 10 月 23 日（日）までに、下記申込先にメールで申し込むこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【申込先・連絡先】一般社団法人岩手県バスケットボール協会 U15 委員会 

委員長 小山 尚也 

E-mail iwate.u15.basketball@gmail.com 



13．大会参加料   １チーム ８，０００円とする。 （口座振込 しめきり 10 月 21 日まで） 

 

 

 

 

 

14．エントリー変更 (1) 登録メンバーの変更は、特別な事情がない限り認めない。「特別な事情」と

は、怪我や病気等を意味し、場合によっては医師の診断書を求めることもあ

る。なお、医師の診断書とは、医師が、傷病名・障害名、医師の所見、治療

の経過や現症、結果などが記載されている証明書であり、実際に診察にあた

った医師と歯科医師のみが発行できるもの（医師法第 19 条２項による）で

ある。 

(2)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。 

          (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。 

 

15．組み合わせ抽選 (1) 男女とも中学校チームとクラブチームが１回戦で対戦するように配慮する。

但し、参加チームが 16チームに満たない場合はその限りではない。 

          (2) 大会運営委員会による責任抽選とする。 

 

16．受  付    2022 年 11 月 12 日（土） ８：００ ～ ８：１５ 場所：会場１階入口 

 

17．諸 会 議    代表者会議は行わない。会場使用やコロナウィルス感染予防対策等について、出

場校に配布される資料を熟読し、参加すること。 

 

18．開 会 式    今大会では、開会式を行わない。 

 

19．閉 会 式    今大会では、閉会式を行わない。但し、表彰は準決勝、決勝終了後に直ちに行う

こととする。 

 

20．表  彰   (1) 男女の１位チームには、優勝杯を授与する。 

         (2) 男女の１位～３位チームに表彰状を授与する。 

 

21．大会使用球  モルテン BG5000【男子：７号球（B7G5000） 女子：６号球（B6G5000）】 

 

22．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。 

 

23．そ の 他   (1) 大会初日の参加チームに、テーブルオフィシャルを割り当てる。 

         (2) 本大会の男女優勝チームは、2023 年１月４日（水）～８日（日）に東京調布市

岩手銀行 水沢支店（０１９） 普通 口座番号 ２１７０５８４ 

一般社団法人岩手県バスケットボール協会 普及育成部 U15 委員会 

委員長 小山 尚也（オヤマ ナオヤ） 



で開催予定の「Jr.ウィンターカップ 2022-23 2022 年度 第３回全国 U15 バス

ケットボール選手権大会」に出場するものとする。 

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

め大会プログラムや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こと。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。 

         (4) 今般の新型コロナウィルス感染症の状況を考慮し、今大会は大会関係者および

選手保護者以外の入場を原則として禁止する。 

         (5) 本大会への出場権を得たチーム・選手は、本大会が定める「新型コロナウィル

ス感染症感染予防のためのガイドライン」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。 

         (6)チームの新型コロナウイルス感染症対策責任者は、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および選手・保護者分）をチーム受

付で提出し、会場への入場許可をもらう。（検温結果およ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「10.参加資格 (4)」の事

項を含み、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 U15

委員長へ連絡する。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。 

(7) 「10.参加資格 (4)」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。 

(8) 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、U15 委員会と協議のうえ、非接触者と断定できる選手が 5名以上(競技規則

に則る)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。 

         (9) 要項に定めのない事項は、実施委員会にて協議し、決定する。 


