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第 10回豊田通商カップ 第２回愛知県U15バスケットボール選手権大会 2020 実施要項 

 

１ 主  催  一般財団法人愛知県バスケットボール協会 

２ 主  管  一般財団法人愛知県バスケットボール協会Ｕ１５部会 

３ 後  援  中日新聞社 

４ 協  賛  豊田通商株式会社 

                株式会社デンソー 

アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 

５ 協  力  東海市バスケットボール協会 

        豊田市バスケットボール協会 

        豊明市バスケットボール協会 

一宮バスケットボール協会 

みよし市バスケットボール連盟 

６ 期  日  2020年 10月 31日(土)・11月 1日(日)・3日(火祝)・7日(土)・8日(日)・14日(土)・15日(日) 

７ 会  場  豊田市地域文化広場・高岡公園体育館・スカイホール豊田サブホール 

豊明福祉体育館・東スポーツセンター・木曽川体育館・一宮市総合体育館いちい信金アリーナＢ 

三好公園総合体育館・愛知製鋼企業年金体育館アスカム・東海市民体育館 

８ 競技規則  (1)「2020バスケットボール競技規則」に準じて行う。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。 

          ※１～３回戦まではチーム帯同マンツーマンコミッショナーが行う。 

ベスト８以上の試合は、大会主催者が任命したマンツーマンコミッショナーが行う。 

        (3)その他特別ルールについては「愛知県 U15選手権特別競技規則」の通りとする。 

９ 参加資格  (1)2020年度において一般財団法人愛知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に加盟されたチーム及び登録された競技者（U15および中学生） 

であること。 

※過年齢選手は U15カテゴリーへの選手登録がされている場合のみ参加を認める。 

        (2)チーム・選手は、2020年 9月 30日（木）までに JBAへの登録が完了されていること。 

※移籍が必要な場合は 2020年 9月 30日（水）までに、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が望ましい。(2020年度は猶予期間の最終年度となるため移籍をしていな 

い場合でも罰則はない。ただし、3年生については移籍手続きを行うことを推奨する。） 

※同一年度での出場は、都道府県予選会・本選ともに 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。 
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        (3)ベンチで指揮を執るコーチは JBA公認 D級コーチ以上を保有していることが望ましい。 

※(3)については、2020年度までの対応とする。 

※2020年度全国 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 

保有が必須となる。 

(4)チーム責任者は、年齢が 2020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。 

        (5)チーム責任者・選手は健康であり、選手は大会参加について保護者の同意を得ること。 

        (6)チーム・選手は傷害保険（スポーツ安全傷害保険）に必ず加入していること。 

        (7)中学校チームは本大会への参加について学校長の許可を得ること。 

(8)チーム編成はスタッフ 4名以内（コーチ、アシスタントコーチ、チーム責任者、マネージャー等） 

選手15名以内の計 19名以内とする。 

※申込期限以降、また大会当日の選手・指導者の追加登録は認めない。 

10 競技方法  男女各 64チームのトーナメント戦によるノックアウト方式 

11 組 合 せ  2020年 9月 20日（日）に大会実施委員会による責任抽選で行う。 

※トーナメントのシード権は、2019年度第１回愛知県U15バスケットボール選手権大会結果 

男女ベスト４のチームに与える。対象チームは下記参照。 

 男子 女子 

優 勝 ピュア・チャンプスＵ15 J.sphere 

準優勝 J,cube ブルーイーグル 

第３位 Ｆ・Ｍ・Ｊ ポラリス 

第４位 M.R.Sea Jr MOGA SOL 

12 参 加 料  個人参加費 500円／各チーム初戦 3,000円／2回戦以上 6,000円 

        ※各会場受付で各試合前に現金にて支払いを完了すること。 

13 参加申込  参加する場合は「参加申込書兼選手指導者エントリー」に必要事項を記入し大会実施委員会へメール 

で提出する。参加を辞退する場合は、申込期限までに大会実施委員会に参加辞退のメールを送付する。 

※2020年度の参加チーム数の上限を男女各64チームとする。 

※参加チーム数の上限を超えた場合は、以下の優先順位により参加チームを決定する。 

 ただし、各優先順位の段階で参加チーム数上限に達した場合は、その時点で抽選を行い参加チーム 

 を決定する。 

優先順位１…本大会規定のシード権を有するチーム（昨年度男女ベスト４以上） 

優先順位２…U15で構成されたチーム（U15を複数エントリーする場合はＡチームのみ対象とする） 

優先順位３…2019年度第27回愛知県ジュニアバスケットボール選手権大会 

（第9回豊田通商カップ）に出場したチーム 

○申込期限： 2020年9月10日(木)21：00まで 

○提出先： u15.aichijr@gmail.com 
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14 ベ ン チ  日程表の左に記載されている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。 

15 エントリー変更 (1)大会前日の 2020年 10月30日(金)までに、定められた方法で大会実施委員会に申し出なければ 

ならない。ただし、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「8.参加資格」を 

満たしていること。 

(2)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。 

16 表 彰  (1)チーム 優勝、準優勝、第３位 

(2)個人賞 優秀選手 男女各５名 

17 開 会 式  本大会では開会式を行わない。 

18 閉 会 式  本大会では閉会式を行わない。 

19 そ の 他  (1)各チーム、選手の個人情報、大会の動画などは大会プログラム、公式サイトで使用し、 

また本大会主催者が認める報道機関に提供する場合がある。 

                 本大会に出場するにあたり、上記の了承を得たものとする。 

        (2)本要項に定められた規定に違反したチーム、選手はヒアリングを行い罰則について検討する。 

                (3)試合当日に出たごみについては、各チームが責任をもって処分する。 

                (4)会場内外での事故･盗難については一切責任を負わない。必ず、各チーム･個人で管理する。 

                (5)試合中の撮影は可とするが、下記の事項は禁止する。 

          １、フラッシュを使用した撮影 

          ２、撮影した画像をインターネット上に掲載するなど一般公開にあたる行為 

          ３、撮影した画像の売買など収益を得る行為 

                (6)男女優勝チームには、「第１回全国 U15バスケットボール選手権大会」への出場権が与えられる。 

開催期日：2021年 1月 4日(月)～7日(木) ※4日間開催 

会  場：武蔵野の森総合スポーツプラザ  〒182-0032 東京都調布市西町 290 -11 

          ※全国 U15選手権大会では競技者は出場チームに競技者登録が必須、ユニフォームの規定が 

定められております。確認されたい場合は下記お問い合わせまでお早めにご連絡ください。 

        (7)男女優勝チーム以外の U15クラブ所属最上位チームを「第 9回ジャパンクラブバスケットボール 

ゲーム（仮称）」へ推薦する。 

開催期日：2021年 1月 4日(月)～6日(水) ※3日間開催 

会  場：愛知県（スカイホール豊田・東海市民体育館・名古屋市内 SC） 
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 (8)新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のため消毒等を実施する。参加チーム責任者等は可能 

な限り大会実施委員会へ協力する。 

(9)新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防の取り組み 

１、試合形式をトーナメント方式への変更 

２、消毒・検温・マスクの着用・健康チェックカードの提出の依頼（書式は後日連絡とする。） 

３、大会エントリー時の４名以外と別に、動画・写真撮影のためチーム関係者の入場を２名のみ 

認める。大会エントリーができなかった所属選手の３年生のみ所定の場所において観戦する 

ことができる。 

４、体育館の利用時間の制限（試合前の来場時間は試合日程の確定後発表する。） 

５、大会の開催中止を急遽決定する場合がある。その場合、日本バスケットボール協会に納入した 

  チーム登録費や選手登録費の返還は行わない。 

愛知県内の感染状況を精査し臨機応変に対応を検討させていただくことがありますので 

ご理解くださいますようお願いいたします。 

19 お問合せ先   愛知県バスケットボール協会 U15部会 

伊藤 牧子 携帯：090-7854-7529  メール： u15.aichijr@gmail.com 

 

 

愛知県 U15選手権 特別競技規則 

1.試合時間について 

前試合が次試合の開始時刻より遅れた場合は、試合終了後 10分間のインターヴァルの後、試合を開始する。 

ハーフタイム中のウォーミングアップは不可とする。 

(1)１～３回戦    ８分-１分-８分-３分-８分-１分-８分の４クォーター 

ランニングタイム（ファウル・タイムアウト・選手交代・フリースローは時計を止める。） 

第４Qの残り２分は正式タイムとする。 

(2)ベスト８以上    ８分-１分-８分-３分-８分-１分-８分の４クォーター、正式タイムとする。 

2.延長時の勝敗決定方法について 

(1)１～３回戦      ２分間のインターヴァルの後、３分間の延長戦を１回行う。 

           １回の延長戦で勝敗が決定しなかった場合は、ゲームキャプテンが 1本ずつフリースローを行い、 

どちらかの選手が失投するまで続け、勝ち上がりを決定する。 

ゲームキャプテンが何らかの原因でフリースローを行うことができない場合は、 

コーチが指名した選手が代理となることができる。 

(2)ベスト８以上   ２分間のインターヴァルの後、３分間の延長戦を行い勝敗がつくまで繰り返す。 

3.試合開始時間に 10分以上遅れたチームは棄権とする。今年度棄権したチームについては今後の大会において参加を 

認めない場合がある。 

4.ユニフォームは日程表の左側のチームが淡色とする。ゲーム前に話し合い色を入れ替えてもよいが、必ず大会本部に 

連絡をする。ただし、ベンチの入れ替えはしない。 
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5.愛知県内オリジナルルール（第１回全国 U15バスケットボール選手権大会は競技規則に従わなければならない。） 

・ユニフォームの代用としてリバーシブルタイプ（上下同色に限る）の使用を認める。 

・ユニフォームが不足する場合のみリバーシブルタイプの混在を認めるが、背番号の重複は不可とする。 

また、色についてはユニフォームと同色、または、相手チームとはっきりと区別できるもののみ認める。 

・ユニフォームから出るアンダーシャツについてはユニフォームと同色のＴシャツのみ着用を認める。 

Tシャツを着用する場合はチーム全員が着用する。半袖と長袖の混在は可。 

コンプレッション系ウエアの着用は不可。 

 ・ソックスの色はそろえていなくても可。 

例 黒いユニフォームの場合は黒い半袖Ｔシャツまたは黒いロングＴシャツのいずれかを出場選全員が 

着用していること。 

 

愛知県 U15選手権 注意事項 

１ マンツーマンディフェンスの基準規則について 

  ３回戦まではチーム帯同マンツーマンコミッショナーがマンツーマンディフェンスの基準規則に沿って判定してい

ただきます。各チーム１名が指定された試合を担当していただきますので、事前に下記リンクを確認してください。 

http://www.japanbasketball.jp/wp-content/uploads/mandf_Regulation__20190317.pdf 

 

２ 帯同審判・オフィシャルについて 

帯同審判はＪＢＡライセンスＥ級以上の保有者のみが帯同審判として認められます。ライセンスがない方では帯

同審判を行うことができませんのでご注意ください。また、必ず審判服(ワッペン必須、上:レフリーカッター、下:

黒の長ズボン)を着用してください。 

また、今年度より帯同審判の派遣は行いません。各チームでライセンス保有者の方の手配をしていただくか、Ｅ

級ライセンスであれば、最短３日で取得することができますので大会前の取得をお願いいたします。 

帯同審判およびオフィシャルは、組合せ日程表に記載されている割振りにしたがって行ってください。なお、勝

ち上がりなどで変更が生じる場合もあるので、本部の掲示をよく確認し、審判およびオフィシャルは担当ゲーム開

始の10分前には準備をしてコートに集合してください。 

各チーム指定された帯同審判・オフィシャルをキャンセルした場合は、１試合 5,000円を徴収します。 

 

３ 会場の指定について 

  「男女チームの同会場」や「複数チームの同会場」という希望については応じることができません。複数チームを

エントリーする予定があるチームについてはご注意ください。 

 

４ 大会受付について 

大会受付は体育館開場後、準備が整い次第行います。各チームは大会本部の指示に従い受付を行ってください。 

 

５ 駐車場について 

  駐車場は数に限りがありますので、チーム内で乗り合わせの上、ご来場くださいますようご協力お願い致します。

バス(マイクロバス)については会場によって駐車できない場合があります。各チームでバス回送先を手配してくださ

い。マイクロバスを移動方法としたいチームは組み合わせ抽選会前までに、必ず事務局（u15.aichijr@gmail.com）ま

でにご相談ください。 

 

http://www.japanbasketball.jp/wp-content/uploads/mandf_Regulation__20190317.pdf

