第３回千葉 BEx 杯千葉県 U15 夏季バスケットボールリーグ 2020
兼

令和２年度中学３年生代替大会

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

後

援 千葉県教育委員会

４

特別協賛 (一社）千葉 BEx

５

日

程 【前期リーグ】（＊おもに学校部活動を中心に実施するリーグ戦）
2020 年度８月８日（土）
，９日（日），10 日（月祝）
【後期リーグ】
（＊おもにジュニアクラブ・ユースチームを中心に実施するリーグ戦）
2020 年度８月 23 日（日）
，30 日（日），９月 6 日（日）

６

会

場 参加チームの体育館を予定

７

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最大 4 チームまでとし，参加チーム数が 5 チーム以上の場合は複数のグループリー
グを設ける。各チームが１ゲーム行うことを第１節とし，全 3 節で行う。
（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，負けチームに０点を与え，延長は行わない
（４）競技日程は以下の通りである。（４チームリーグの場合の例）
１日目

２日目

３日目

8：00

開場

開場

開場

8：30

チーム責任者打ち合わせ

チーム責任者打ち合わせ

チーム責任者打ち合わせ

9：00

Ａ対Ｂ

Ｄ対Ａ

Ａ対Ｃ

10：10

試合前アップ及び換気

試合前アップ及び換気

試合前アップ及び換気

（30 分）

（30 分）

（30 分）

10：40

Ｃ対Ｄ

Ｂ対Ｃ

Ｄ対Ｂ

12：30

閉場

閉場

閉場

12：40

会場内の清掃除菌

会場内の清掃除菌

会場内の清掃除菌

作業終了

作業終了

作業終了

役員撤収完了

役員撤収完了

役員撤収完了

13：00
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８

参加資格

（１）チーム
①本大会に参加するにあたり，選手・保護者・場合によっては学校関係者の承認があること。
②2020 年度において，(一社)千葉県バスケットボール協会を経て，(公財）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。(6 月 30 日までに日本協会登録を完了していること。)
③参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こと。
④Ｕ13 及びＵ14 のみで構成されるチームの大会参加は認めない。
➡必ず中学校３年生がメンバーに登録されているチームであること。
⑤別紙「千葉県Ｕ15 夏季バスケットボールリーグにおける新型コロナウイルス感染症拡大防止マニュア
ル」を遵守することができ，別紙様式５の「個人体調・行動管理シート」を提出できるチーム。
（２）競技者
①2020 年度において，(一社)千葉県バスケットボール協会を経て，(公財)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に登録された競技者であること。また本大会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。(原則として 7 月 15 日までに移籍手続きを完了していること。)
②年齢は，2020 年４月１日時点で 12 歳以上 15 歳未満とする。
③公式大会を通じて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別紙様式４の「個人情報掲載の承諾」の内容に承諾すること。
（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 2020 年４月１日現在 18 歳以上
(高校生を除く)であること。
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級以上とし，年齢が 2020 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 2020 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 2020 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。
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９

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。
（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，2020 年度の(公財)日本バスケットボール協会ユニフォーム規程による。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(一社)千葉県バスケットボール協会及び U15 カテゴリー部会で判断する。
10

チーム構成

（１）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，選手 18 名の合計 23 名以内とする。
（２）支配下登録選手をおいてよい。支配下登録選手の入れ替えについては毎試合認める。
11

エントリー方法

（１）大会参加の申込み及び競技者の登録
以下の手順にしたがって，大会参加申し込み及び競技者の登録を行う。
①大会参加の申し込み
2020 年 6 月 30 日(火)までに，別紙様式１の「大会参加申込書」を，下記までメールにて申し込むこと。
申し込み先

千葉 BEx 杯千葉県 U15 夏季リーグ 2020 大会本部

石井 隆道 宛

メールアドレス・・・cba_basketball0617@yahoo.co.jp
②競技者登録書の提出
2020 年 7 月 15 日(水)までに，別紙様式 2 の「競技者登録申込書」を，下記までメールにて申し込むこ
と。支配下登録選手がいるチームについては，別紙様式 2－2 の「支配下登録選手申込書」に必要事項を
記入し，併せて下記宛先までメールにて申し込むこと。
申し込み先

千葉 BEx 杯千葉県 U15 夏季リーグ 2020 大会事務局

石田 健太朗 宛

メールアドレス・・・cba_juniorbasket_league@yahoo.co.jp

（２）トレーナー
トレーナーを帯同する場合は，７月 15 日（水）までに，別紙様式 3 の「トレーナー申請書」を，メール
にて申し込むこと。申込宛先は大会事務局 石田健太朗 宛 とする。
（３）個人情報
①個人情報の取り扱い
提出書類に記載された氏名や学年などの個人情報は，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に，別紙様式４の「個人情報
掲載の承諾書」を使用しチームで保管する。
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②「新型コロナウイルス感染症拡大防止対策体調・行動チェックシート」の取り扱い
このチェックシートは，本大会において新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため，参加者の皆
さんの健康・行動状態を確認することを目的とする。本チェックシートに記入していただいた個人情報に
ついて，千葉県バスケットボール協会は厳正なる管理のもとに保管し，チーム関係者の健康管理の把握お
よび必要な連絡のためにのみ利用する。また，個人情報保護法などの法令において認められる場合を除
き，ご本人の同意を得ずに第三者に提供しない。但し，大会会場にて感染症患者または疑いのある方が発
見された場合に，必要な範囲で保健所等に情報を提供することがある。チーム責任者は大会初日に受付に
て，チーム関係者と競技者の別紙様式５の「体調・行動チェックシート」を提出する。（JBA 活動再開に向
けたガイドライン参照）
12

組み合わせ抽選会
組み合わせ抽選を 2020 年 7 月 5 日(日)に，県リーグ運営委員会の責任抽選で行う。組み合わせ決定後，
(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。また，各チーム責任
者にメールにて連絡する。

13

リーグ責任者会議
組み合わせが決定後，各リーグ責任者を県リーグ運営委員会で任命をする。任命された者は７月 11 日
（土）に大会運営協力会議を開く。会場及び時間は，後日連絡をする。
➡新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から Web での連絡会議となる場合もある。

14

式

典

開閉会式は行わない。
15

参 加 費

（１）大会参加費とプログラム代として，1 チーム 5,000 円を徴収する。大会初日の打ち合わせにて，各リーグ
責任者へ現金で支払うこと。
16

表

彰

各チームに賞状（１位・２位・３位・４位）を授与する。
17

ホームページへの掲載について
以下の事項について，(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へ掲載する。
（１）各リーグの結果
（２）大会中止の場合のお知らせ
（３）各リーグの中止の場合のお知らせ（会場確保が困難な場合など）
※（２）及び（３）については，ホームページ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。
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18

入場制限について
本大会において新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために，３密の回避の手立てとして，以下の
ように入場を制限する。

（１）会場に入場できるのは，大会運営委員，スタッフ，選手（その試合に登録された選手のみ），登録外３
年生，審判員とする。また，入場するにあたり，2 週間前より体調・行動チェックシートに記載し，提出
すること。
（２）応援のための入場は，３年生の保護者各家庭１名のみとする。また，入場するにあたり，2 週間前より体
調・行動チェックシートに記載し，提出すること。
（３）会場校によっては，保護者等の入場ができないことがある。
19

そ の 他

（１）大会参加中の傷害については各チームで保険に加入し対応すること。
（２）救急車を要請する場合は，各会場責任者を通して行うこと。
（３）新型コロナウイルス感染症等で，再度緊急事態宣言が出される等，社会情勢上，大会開催が困難な場
合，大会またはリーグを中止とし，大会の延期はしない。大会またはリーグが途中で中止となっても，
参加費の返金は行わない。なお，ＪＢＡ競技者登録費も同様とする。
（４）大会会場については，リーグ責任者がリーグ毎に調整をし，決定していく。８月５日までに会場確保が
困難である場合は，そのリーグは中止する。８月６日までに，リーグ責任者より各チーム責任者に TEL
またはメールで伝達する。
（５）なお，本要項についての問い合わせは，下記までメールにて連絡すること。
問い合わせ先

千葉 BEx 杯千葉県 U15 夏季リーグ 2020 大会本部

石井 隆道 宛

メールアドレス・・・cba_basketball0617@yahoo.co.jp
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