
JA全農いわて いわて純情米選手権 第４６回岩手県ミニバスケットボール交歓大会 
 

1  趣  旨  本県Ｕ１２カテゴリーのバスケットボール技術の普及・育成・健全な心身の育成を図ることを目的とし、

本大会を実施する。 

2  主  催  一般社団法人岩手県バスケットボール協会 

3  主  管  一般社団法人岩手県バスケットボール協会Ｕ１２委員会   

宮古市バスケットボール協会  釜石市バスケットボール協会 

4  特別協賛 JA全農いわて 

5  特別協力 テレビ岩手  （株）佐藤興産 

6  後  援 岩手県教育委員会 岩手県体育協会 岩手県スポーツ少年団本部 宮古市 釜石市 宮古市教育委員会 

      釜石市教育委員会 宮古市体育協会 宮古市スポーツ少年団本部 釜石市体育協会 

釜石市スポーツ少年団本部 IBC岩手放送 NHK盛岡放送局 岩手めんこいテレビ 

      岩手朝日テレビ 朝日新聞盛岡総局 読売新聞盛岡支局 毎日新聞盛岡支局 岩手日報社 

7  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 

8  期  日  令和４年１２月２４日（土）～２６日（月）  

9  会  場  宮古市民総合体育館 釜石市民体育館 宮古小学校 千徳小学校  

10 参加資格  次の条件を全て満たすチームであること。  

(1) 令和４年度日本バスケットボール協会に登録したチーム及び選手 

(2) ベンチで指揮を執る者に、「JBA 公認 E 級（E-２級コーチ以上）の資格を有する者で 2022 年度のコーチライセ

ンスの登録を完了している者」がいるチーム  

(3) 各地区より推薦されたチーム  

(4) 傷害保険に加入済みのチーム  

11 参加基準  男女とも各地区から推薦された31 チームと夏の県大会優勝地区１チームの合計32 チーム  
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男 
出場数 2 4 5 3 3 5 2 2 2 2 2 32 
登録数 5 11 13 9 9 12 5 4 6 4 6 84 

女 

出場数 2 5 5 3 4 4 1 1 3 2 2 32 

登録数 5 11 14 9 12 12 3 4 6 6 5 87 

12 チーム構成  コーチ、アシスタントコーチ１、アシスタントコーチ２、マネージャーが各1名  

選手は JBAチーム登録数の通り、①8名 ②9名 ③10名以上20 名以内のいずれかとし、ゲームエン 

トリーを15 名以内とする。  

13 競技方法 トーナメント方式とし、３位決定戦は行わない。 

14 競技規則 2021ミニバスケットボール競技規則（2021年4月1日施行）を適用する。 

また、ミニバスケットボールにおける適用規則の相違点（2022年4月1発行）および 

ミニバスケットボール競技規則の取り扱いについて（サマリー20210801）を適用する。 

(1) ユニフォームは濃淡2着を用意して、4番からの続き番号とする。 

(2) 組合せ番号の若いチームが淡色を着用し、ベンチはテーブル・オフィシャルに向かって右側とする。 

(3) メンバー表は、申込時から変更がある場合のみ大会本部へ提出すること。 

(4) 前の試合が遅れた場合は、前試合終了7分後に開始する。 

(5) JBA 発行の「マンツーマンディフェンスの基準規則」に則すること。 

15 審  判 本大会は帯同審判制を適用し、各チームは審判資格を有する審判員（JBA公認C級以上）を参加申込書 

に明記すること 。  



注１） 審判員は１名のみ記載すること。ただし、記載が無いチームの参加は認めない。  

注２） 一人で複数のチームの帯同は認めない。 

注３） 審判割りは、たすき掛けを原則とする。 

16 コミッショナー  本大会は、帯同コミッショナー制を適用し、各チームは認定証を有するコミッショナーを参加申込書

に明記すること。 

注１） コミッショナーは１名のみ記載すること。ただし、記載が無いチームの参加は認めない。  

注２） 一人で複数チームの帯同は認めない。 

注３） 帯同審判員とは別の人物を帯同コミッショナーとすること。 

17 表  彰  男女とも第3位まで表彰する。  

18 組み合せ  主催者の責任において１２月１０日（土）に抽選会を行い、参加チームに後日通知する。  

19 参加料等   参加料およびプログラム料の合計金額を、下記の指定金融機関への振込みにより納入すること。  

(1) 参加料：１チーム１５，０００円 

(2) プログラム料：１部    ７００円（各チームに２部無料配布します。） 

◎振込期限：令和４年１２月９日（金） ※期日厳守 

【振込先】岩手銀行 石鳥谷支店 普通 ２０７５３８７ 

岩手県バスケットボール協会Ｕ１２委員会 競技運営 川原直也 

（ｲﾜﾃｹﾝﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｷｮｳｶｲｱﾝﾀﾞｰ 12 ｲｲﾝｶｲ ｷｮｳｷﾞｳﾝｴｲ ｶﾜﾊﾗﾅｵﾔ） 

注１） 振込依頼書を領収書とする。 

注２） 振り込み依頼者名は必ずチーム名(男/女)とすること。 

20 申込方法   別紙参加申込書に必要事項を記入して、必ず下記１～３の担当者へそれぞれメールで送付すること。  

◎申込期限 令和４年１２月９日（金) 必着  ※期日厳守  

 

 

 

 

 

(1) 大会申込書等は(一社)岩手県バスケットボール協会HPから取得すること。 

(2) 申込書に記載されている個人情報は、プログラムへの掲載及び写真撮影業者への情報提供（連絡責任者・住所）

に限定する。 

(3) 申込みが遅れる場合は、必ず大会事務局へ連絡のこと。  

21 日  程   １２月２４日（土） 大会１日目  

【 宮古市民総合体育館（A・B・C）釜石市民体育館（D・E）宮古小学校（F）千徳小学校（G）】 

          開場、受付 ・・・・・・・・・・・・・・ ８：３０～（各会場） 

 ※受付は全員そろって入場願います。 

代表者会議・・・・・・・資料を１２月１８日（日）までに出場チームへメール配信いたします。 

審判会議 ・・・・・・・資料を１２月１８日（日）までに出場チームへメール配信いたします。 

コミッショナー会議・・・資料を１２月１８日（日）までに出場チームへメール配信いたします。 

   ※質問等は１２月２１日（水）１７：００までに資料記載責任者までお願いします。 

開会式 ・・・・・・・・・・・・・行わない 

競技開始 ・・・・・・・・・・・・１０：００ 

１２月２５日（日） 大会２日目  【 宮古市民総合体育館（A・B・C）釜石市民体育館（D・E）】 

開場 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８：３０  

競技開始 ・・・・・・・・・・・・・・・ ９：３０  

１２月２６日（月） 大会３日目 【 宮古市民体育館（A・B） 】 

開場 ・・・・・・・・・・・・・８：３０  

女子準決勝 ・・・・・・・・・・９：３０（終了後３位表彰） 

男子準決勝 ・・・・・・・・・１０：５０（終了後３位表彰） 

女子決勝・・・・・・・・・・ １２：３０（終了後１位、２位表彰） 

男子決勝・・・・・・・・・・ １３：５０（終了後１位、２位表彰） 

閉会式 ・・・・・・・・・・・行わない 

22 宿泊等申込み 宿泊がある場合は各チームで手配してください。旅費・宿泊費は当該チームで負担すること。※なる

べく宿泊が伴わないような日程をご計画ください。昼食についても各チームで手配してください。 

23 感染防止(1)大会開催期間中に、陽性者及び濃厚接触者および体調不良者が判明した場合の対応は以下の通りとする。 

１ 大 会 事 務 局     金田一 裕之（宮古市バスケットボール協会） 

                E-mail： 46iwatekoukan@gmail.com 

２ U12委員会審判部      小山  貴史 

  E-mail : iwate.minibba.ref@gmail.com  

３ U12マンツーマン推進部  岩渕  琢哉 

E-mail : iwate.u12.mc@gmail.com 



       ア）大会期間中に陽性者が確認された場合は、関係者で協議の上、大会中止等について検討し決定する。 

       イ）大会開催期間中に濃厚接触者と指定された場合は、濃厚接触者及び当該チーム関係者の大会参加を

取りやめる。 

       ウ）上記ア・イが発生した場合は速やかにU12 委員長：藤澤周一（090-9638-1888）に連絡するととも

に、保健所等関係機関に連絡し対応の指導を仰ぐ。 

      (2)大会開催前に陽性者・濃厚接触者および体調不良者が判明した場合の対応は下記の通りとする。 

       ア）陽性者本人、及び潜伏期間を含め本人が参加して練習を行ったチームは、大会に参加できない。 

       イ）濃厚接触者と指定された本人は、大会に参加できない。大会期間中に陰性が判明したとしても大会

参加は不可とする。前日、前々日に、その本人が参加して練習を行ったチームも同様とする。 

           (3)大会参加後５日以内に、参加者から陽性者が判明した場合は、速やかにU12委員長：藤澤周一(090-9638- 

  1888）に報告すること。 

※上記は【ＪＢＡバスケットボール事業・活動実施ガイドライン第５版】の対応に準ずる。 

※各チームは、チーム内に感染防止対策責任者をおき、チーム内の感染防止に努めるとともに、主催責任者 

であるU12委員長にすぐに連絡が取れるようにしておくこと。 

24 その他 (1) 本大会試合球は大会本部で用意する。試合球はモルテンを使用する。 

(2) 大会開催中の疾病・傷害等について、応急処置以外はチーム対応とする。 

           (3) ゴミは各チームの責任で持ち帰ること。※施設内のごみ箱は使用しないこと。 

      (4) 前年度優勝チームはカップ及び優勝旗、準優勝チームはカップを持参すること。 

           (5) コーチ・スタッフの変更は、12月23日(金)１７：００までに大会事務局へ連絡すること。それ以後の変更（当日    

含）は原則認めない。 

        (6) 試合後の握手、各ベンチへのあいさつは行わない。 

      (7)使用した椅子等の除菌を各チームの責任において行い、次チームへ明け渡すこと。 

      (8) 入場できる者は、別紙「健康チェックシート」を受付で提出した大会関係者およびチーム関係者（選手・ 

コーチ・Ａコーチ１・Ａコーチ２・マネージャー・エントリー選手の家庭から２名）のみとし、一般客の 

入場は認めない。また、入場できる保護者の中から感染予防対策係（最大５名）を決め、フロア内の指定 

された席に待機し、試合終了後にベンチの消毒等の感染予防対策を行うこと。 

      (9)上記(8)の者は、大会当日、来場直後、受付で別紙「健康チェックシート」の提出を義務付けるとともに、 

当日の健康状態（体温測定器、体調等）によっては、入場を許可しない場合もある。 

(10)新型コロナウイルス感染症対策について、入場できる選手・コーチ・Ａコーチ１・Ａコーチ２・マネー 

ジャー・エントリー選手の家庭から２名は、本大会のガイドラインに従うこと。また、会場内にいるす 

べての関係者は、手洗い・消毒・マスクの着用など適切な防疫体制をとるとともに、厚生労働省公表の 

新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」に準じた行動をお願いする。そして、倦怠感等の体 

調不良・発熱などの症状のある場合は会場に来場しないこと。 

 (11)本大会は全国大会、東北ブロック大会推薦チームの選考も兼ねている。それぞれ開催2か月前には開催   

の可否が判断されるが、大会が中止となる場合には次のとおりとする。 

（ア） 全国大会が開催、東北ブロック大会が中止となった場合 

全国大会推薦チームをそのまま推薦する。 

（イ） 全国大会が中止、東北ブロック大会が開催となった場合 

全国大会推薦チームを東北ブロック大会推薦順位１とし、順次繰り下げ推薦をする。 

（ウ） 全国大会が開催、東北大会が開催となった場合 

１位チームを全国大会へ、２位チーム、３位の２チームを東北ブロック大会へ推薦する。 

このとき、１位チームに準決勝で敗れたチームの代表順位を上位とする。 

（エ） 推薦されたが推薦を辞退するチームが生じた場合は、５位より繰り上げ推薦をしていく。 

（オ） ５位以下の順位付けは下記の通りとする。 

     １位チームに準々決勝で敗退したチーム・・・５位 

     ２位チームに準々決勝で敗退したチーム・・・６位 

     １位チームに準決勝で敗退したチームに準々決勝で敗退したチーム・・・７位 

     ２位チームに準決勝で敗退したチームに準々決勝で敗退したチーム・・・８位 

 

【問い合わせ先】 

（一社）岩手県バスケットボール協会U12委員会 競技運営 

川原 直也  携帯：090-2277-7708 

                                                  宮古市バスケットボール協会 

                                                         金田一裕之  携帯：090-7792-2277 


