2022 年 6 月 15 日
Ｕ15 交流戦 summer challenge 2022

実施要項

1．主

催

（一社）神奈川県バスケットボール協会

2．主

管

（一社）神奈川県バスケットボール協会Ｕ15 カテゴリー部会

3．後

援

（検討中）

4．協

賛

（検討中）

5．期日・会場

6．大会方式
7．競技規則

2022 年 8 月 24 日（水）：トッケイセキュリティ平塚総合体育館
2022 年 8 月 27 日（土）：県内中学校体育館、高等学校体育館及び公営体育館
2022 年 8 月 28 日（日） （予備日）
トーナメント戦によるノックアウト方式
(1) 現行（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、名称や図柄等につ
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、濃色の際は同系色以外の着用を認めるものとし、試合日前日ま
でに大会運営本部に申し出て許可を得ることとする。
（4）外国籍選手（JBA 基本規程に基づく）の出場はコート上 5 名のうち 1 名内（オンザ
コートワン）とする。

8．出場チーム (1) 「第３回 神奈川県Ｕ15 バスケットボール選手権大会 2022」に出場を目指す
チームであること。
※出場を目指すチームについて、県リーグの結果を参考にＵ15 部会でシード権を決
定します。その結果に応じては、直接「第３回 神奈川県Ｕ15 バスケットボール
選手権大会 2022」に参加するチームが決定します。
※シード権発表は、
「Ｕ15 交流戦 summer challenge 2022」代表者会議とします。
(2) Ｕ14 県バスケットボールリーグ 2021、Ｕ15 県バスケットボールリーグ 2022 に
参加していること。
（本年度はどちらか、参加で可とする）
9．参加資格

（1） 2022 年度において、都道府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 カテゴリーに登録されたチームおよび競技者であること。
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（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。
（3） 選手は、2022 年 8 月 1 日（月）までに TeamJBA に登録（移籍・追加登録も含む）
されていること。
※移籍については、所属都道府県協会へ移籍申請書を提出し受理されていること
※同一年度での出場はＵ15 交流戦 2022、県予選会、本選ともに 1 回ずつとする。
また、複数の都道府県代表チームで出場することはできない。
（4） 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。
（5） ベンチで指揮を執るコーチは、JBA 公認Ｄ級コーチライセンス以上を保有している
こととする。
なお、ベンチで指揮を執るコーチは試合前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 公認コーチ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下げること。
（6） 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。
（7） 選手、チームスタッフは大会 14 日前～大会当日～大会期間中において、別途定め
る「大会ガイドライン」を遵守し、適切な対応をすること。
※ガイドラインに該当した場合は、主催者にて参加資格を取り消す場合がある。
11．チーム構成 １チームの大会エントリーは、スタッフ５名以内（チーム責任者、コーチ、アシスタ
ントコーチ、マネージャー、帯同審判）
、選手 15 名以内の計 20 名以内とする。
12．大会エントリー
（1） 参加する選手は、この要項にて定められた手続きに基づき、大会エントリー手続き
を行わなければならない。大会エントリーされていない選手は試合に出場できない。
また試合前のウォーミングアップにも参加してはならない。
（2） 外国籍選手（JBA 基本規程に基づく）の大会エントリーは、1 チームあたり 2 名ま
でとする。
（3） エントリー変更については、大会エントリー時に該当の代表チームに JBA 登録さ
れている選手で、疾病・傷害等の特別な場合のみ変更を認めるものとし、証明する
書類（医師の診断書等）をエントリー変更シートと併せて 2022 年 8 月 22 日（月）
（必着）までに郵送で県協会事務局宛に送付しなければならない。
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。
（4） エントリー変更において、選手の変更があった場合、ユニフォーム番号のみの変更
はできない。
（5） 公式大会を通じて複数チームからの大会エントリーは認めない。
（6） 外国籍選手は、今後 FIBA 若年層国際移籍の申請が必須となる場合がある。
(7) トレーナーについては、トレーナー申請書を大会当日に提出すること。
また、大会本部の用意したビブスを着用し、規定を順守すること。
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13．申込方法及び期日
(1) 2022 年 8 月 2 日（火）までに、
（一社）神奈川県バスケットボール協会事務局宛に
電子メールにて提出すること。 u15_championship@kanagawabk.or.jp
(2) 2022 年 8 月 4 日（木）までに、
（一社）神奈川県バスケットボール協会事務局宛に
郵送（必着）にて提出すること。 〒220-0073 横浜市西区岡野 1-5-3 ｻﾝﾜﾋﾞﾙ 2F

14．参加申込書について
(1) E メールで「参加申込書」
（Excel ファイル）を添付して申し込みをする時、
１チームに１つとする。
※男女で同じファイル、シートで分けるのは不可とする。
(2) 参加申込書を印刷し、郵送にて期日までに送付する。
(3) プログラム及び報道発表並びにホームページにおける氏名、学校名、学年、写真等
の個人情報の記載については、選手本人及び保護者の同意を得ること。
(4) 試合の模様をインターネット配信することについて、選手本人及び保護者の同意を
得ること。
(5) 個人情報の件で不都合な場合は、備考欄に記入すること。
(6) Ｂユース、クラブチームの選手は、備考欄に中学校名を記入すること。
15．大会参加料 １チーム

3,000 円

16．代表者会議及び組み合わせ抽選会
2022 年 8 月 12 日（金） 18:00～ 場所：西公会堂 会議室（予定）
※「第３回 神奈川県Ｕ15 バスケットボール選手権大会 2022」代表者会議を同時に開催
する。
※組み合わせ決定後は、抽選会実施日の翌日以降に県協会 HP 等にて発表する。
17．代表決定

・勝ち上がり、代表となった場合は、
「第３回 神奈川県Ｕ15 バスケットボール選手権
大会 2022」への出場権を得る。

18．そ の 他

(1) ベンチについては、組み合わせ番号の若いチームがテーブルオフィシャルズ（ス
コアラーズテーブル）に向かって右側とする。
(2) 大会に出場するチーム・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。
(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および選手分）をチーム受付で提出し、会
場への入場許可をもらうこと。
（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「9.参加資格 (7)」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、速やかに大会実施委
員会へ連絡すること。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) 「9.参加資格 (7)」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。
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(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、大会
実施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。
(6) 政府や都道府県から新型コロナウイルス感染症に関する新たな措置（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（この大会は 3 チーム以上）に至った場合のみ、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) 提出書類に記載されたデータ（画像データ含む）は、主催者が大会運営のため大
会プログラムや大会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。
(8）試合中継等での使用を目的として撮影された映像（対象として選手・応援者個人
の肖像や横断幕等の製作物等を含む）の全部またはその一部（静止画を含む）
は、公式メディア、その他関連する現存または将来存在するであろうメディア
等、ならびに、大会主催者に指定された者（パートナー企業を含む）により製作
する映像作品をはじめとした各種の販売物等で使用される場合がありますので、
使用目的にかかわらず、これにつき予め無償にて同意したものとみなします。
(なお、未成年の場合は保護者が同意したものとみなします)。
19．問合せ先

（一社）神奈川県バスケットボール協会 Ｕ15 部会
〒220-0073 横浜市西区岡野 1-5-3 ｻﾝﾜﾋﾞﾙ 2F TEL045-534-6135 FAX045-534-6137
Ｕ15 部会長 岸部宜文 TEL080-5957-1007
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