
2022年度 新潟県 U12バスケットボール大会 新潟支部予選 実施要項 

 

１ 主 催  一般財団法人 新潟県バスケットボール協会 

新潟市バスケットボール協会 

 

２ 主 管  新潟県バスケットボール協会 U12部会 新潟支部 

 

３ 後  援   新潟市教育委員会・公益財団法人 新潟市スポーツ協会 

 

４ 大会方式  トーナメント方式（上位チームによる順位決定リーグ戦を行う） 

 

５ 競技規則及び競技方法   

(1)(公財)日本バスケットボール協会「2022バスケットボール競技規則 ミニバス 

ケットボールにおける適用規則の相違点」で実施する。 

プレーヤーが競技中に身に着けるものは、原則として日本バスケットボール協 

会の「競技規則第４条４－４その他のみにつけるもの」に準ずる。 

        (2)試合球は、合皮製 5号球とし、各チームで出し合うこととする。  

               (3)マンツーマンディフェンスの基準規則による。 

        (4)クリーンバスケット、クリーン・ザ・ゲーム 〜暴力暴言撲滅〜 

         

６ 大会日程及び会場   

1〜2回戦          11月 3日（祝日）白根総合体育館 

1～2回戦・3～4回戦      11月 12・13日  亀田総合体育館・白根総合体育館 

3～4回戦・順位決定リーグ戦  11月 19・20日 鳥屋野総合体育館 

順位決定リーグ戦            12月 4日  東総合スポーツセンター 

 

７ 参加資格  (1)2022 年度において(公財)日本バスケットボール協会に加盟登録されたチームで

6年生以下であること。 

        (2)2022 年度において U12 登録運用細則、U12 移籍運用細則の条件を満たして(公

財)日本バスケットボール協会に競技者登録された選手であること。 

           ※同チーム名での参加は 2チームまで認める。ただし同一コーチは認めない。 

          大会期間中（県大会まで含む）は該当する 2チーム間での異動は認めない。 

               (3)2022 年度新潟市 U12 バスケットボール後期リーグ戦に参加しているチームであ

ること。 

(4)審判は E級以上の審判ライセンスを取得（更新）していること。 

        (5)MCはコーチライセンスを保有しているコーチが望ましい。 

 



        (6)参加登録を申込期限までに行い、代表者会議をもって、参加登録の変更期限と 

する。（選手・コーチ） 

※マネージャー（チーム関係者）は当日の申請手続きにより変更を認める。 

 

８  チーム編成 (1)チーム編成はベンチスタッフ４名、選手８名以上 15名以内、の計 19名以内と 

する。  

        (2)大会を通じてベンチで指揮するコーチ（任務と権限は、競技規則第 7条 

に基づく）はＪＢＡ公認コーチであること。 

またその資格はＪＢＡ公認 E級コーチライセンス以上でなければならない。 

 

９  申込方法  (1)ＴｅａｍＪＢＡ「大会申込」にて申込みを行うこと。（今大会から）  

申込期間 2022年 10 月 1日（土）7：00～10月 7日（金）23：00まで 

※ＴｅａｍＪＢＡ 申込方法マニュアルをご参照ください。 

https://team-jba.nf-support.jp/member/manual/manual-1279/ 

          

        (2)あわせて参加チームは別途事務局宛てに参加申込書をメールにて送付すること。 

[申込先] 新潟県バスケットボール協会 U12部会 新潟支部 

                  E-mail : niigatacityminibbzimu@gmail.com 

 

(3) 参加申込書の連絡先にある連絡責任者（連絡先）は、代表者会議に出席する 

コーチまたはアシスタントコーチを記載してください。 

 (4)メール送付の際、メール件名及び Excel ファイル件名は「男女の別、チーム名」 

として送信ください。（PDFで送らないこと） 

  ※再度送付する場合は、Excel ファイルに訂正と書き換えて送信してくださ

い。 

(5)期日までに申込がない場合、参加を受け付けません。 

 

10 参 加 費  (1)１チームにつき一律 8,000円とする。 

         ※参加料は、TeamＪＢＡのシステムを利用し納入する。 

ＴｅａｍＪＢＡ 支払方法マニュアルをご参照ください。 

https://team-jba.nf-support.jp/member/manual/manual-bill-issue/ 

        (2)期日までに納入がない場合、参加を受け付けません。 

        (3)参加申込と同時に納入すること。 

 

11 申込締切  ２０２２年１０月７日（金）２３：００まで  

 

12 組 合 せ  代表者会議による抽選とする。  

 

 

https://team-jba.nf-support.jp/member/manual/manual-1279/


 

13 表 彰  優勝、準優勝、３位チームに賞状を授与する。 

         

14 大会規定  (1)ユニフォームは濃淡２色を用意してください。 

(2)ユニフォームに関しては(公財)日本バスケットボール協会競技規則のユニフォ 

ーム規定に従うものとします。 

         

15 個人情報及び肖像権に関わる取扱について 

大会参加申込書などを通じて取得する個人情報及び肖像権の取扱いに関しては、

県協会で定める「肖像権取扱規程」に則る。 

また、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。 

 

16 試合当日提出書類について 

① 参加申込書 

② 選手は JBA登録証 コーチ・審判は JBA公認ライセンス証 

③ 選手大会参加承諾書兼提出用健康チェックシート 

④ チームスタッフ提出用健康チェックシート 

⑤ 保護者会場入場時提出用チェックシート 

⑥ チーム一覧表（保護者含む） 

※上記を会場に入場する際に受付にてご提出してください。 

尚、忘れた方は会場に入場することができません。 

虚偽の報告は決してしないでください。 

         これらの提出書類については NBBAの HP、新潟市バスケットボール協会 U12部 

会の HPに掲載されますのでご確認ください。 

 

17 その他   (1)本大会へ出場するチーム・選手は(一財)新潟県バスケットボール協会が定める 

「競技会運営ガイドライン（令和 3 年 10 月 8 日版）」の各種事項について遵守す

るものとし、虚偽などは一切あってはならない。 

(2)開閉会式は実施しない。 

(3)参加者については、保護者の同意を得てコーチが指導にあたり必ずスポーツ傷 

害保険に加入すること。 

(4)男子は上位 5チーム、女子は上位 7チーム「令和 4年度 新潟県バスケットボ 

ール大会 U12選手権大会」（12月 24・25日）へ推薦します。 

(5)原則として帯同審判・コミッショナー各 1名以上の登録をお願いします。 

          1回戦当日、帯同審判・コミッショナー不在の場合は参加資格を失います。 



          ※今大会より帯同審判を 3名まで登録可能としました。 

          コロナ等の事情により帯同審判が手配出来ない場合、チームで公認審判ライ

センスを持っている方を用意すること。 

          試合当日の帯同審判はそのうち 1 名のみ入場可とする。（審判のみ登録の場合） 

               (6)大会パンフレットの販売は行いません。 

(7)大会期間中に、不測の事態が発生した場合は、競技委員会の横田委員長まで 

ご連絡ください。 

          ※連絡先については、代表者会議にてお伝えします。 

               (8)1〜2回戦は TO、審判、MCは参加チームの帯同とする。 

          3〜4回戦は審判・MCは派遣、TOは帯同とする。 

          ※審判・MCについてはベンチスタッフ 4名の中からではなくて構いません。 

               (9)試合の撮影に関しては、「試合中の写真撮影および動画撮影について、チー

ム・保護者様へのお願い」に記載のルールに従うこと。(撮影者人数制限なし) 

(10)チームごとの集合写真は NBBA のガイドラインにある通り、会場内での集合写

真撮影はしないこと。（会場の外であれば集合写真を行ってもよい） 

(11)各担当に問合せをする場合は、コーチまたはアシスタントコーチのみとさせ

て頂きます。（各保護者様からのお問合せはご遠慮ください） 

(12)コロナ感染拡大の状況に応じて、人数制限・当大会の開催を中止・延期する

可能性があります。中止・変更の際は改めて参加チームにご連絡させていた

だきます。 

(13)コロナ感染拡大等で大会期間中に中止または延期になった場合、参加費の返

金を行います。ただし、それまで準備に従事した役員に対しては、謝金の支

払いは必要なため、その分の経費を差し引いた額の返金となります。 

(14)新型コロナウイルス感染、濃厚接触者、大会 2 日前以降の体調不良により 9

名以下になってしまった場合、8名以上いれば試合成立とする。 

（登録外の選手がいる場合は補充を行うこと） 

          ※上記により、選手の補充を行った場合は試合前までに事務局に再度、 

申込書をメールで提出すること。 

          

18 新型コロナ感染対策 

         (1)本大会へ出場するチーム・選手は(一財)新潟県バスケットボール協会が定める 

「新型コロナ感染対策ガイドライン」の各種事項について遵守するものとし、虚

偽などは一切あってはならない。 

        (2)観客入場について 

・観客に関しては選手一人に対して保護者 1名のみです。（8名〜15名以内） 

          ※登録選手が 10 名であれば保護者も 10名以内です。 

           ベンチ外メンバーについての保護者の付き添いはなしとします。 



         ・試合観戦は自チームのみとし自チームの試合終了後は一旦会場から退館して 

ください。 

(3)「選手・チームスタッフ・審判・競技役員・保護者」は大会 2週間前から「コ 

ンディショニングチェック表」の記入をしてください。 

    後日、大会主催者が提出を求める場合もありますので、予選終了後 3 週間は

保存してください。 

(4)コロナ対応に関わる大会の実施の判断は、（一財）新潟県バスケットボール協 

会が協議の上判断いたします。 

 

19 代表者会議について 

(1) 期日：10月 14日（金）会場：北地区コミュニティセンター２階 大ホール  

時間：男女一緒 受付 18時 30分から  会議開始 19時 00分から 

(2)各チーム代表者 1名のみ、コーチもしくはアシスタントコーチの方が参加し 

てください。もし、コーチの方が参加できない場合は申込時点でのベンチス 

タッフ 4名の中から参加してください。 

(3)必要な資料をお持ちになって会場にお越しください。（後日 HP に掲載します） 

 ※会議当日はチームスタッフ提出用健康チェックシート必ず持参してください。 

 

20 問い合わせ先 

(1)代表者会議及び申込等について 

事 務 局 阿部 貴志 niigatacityminibbzimu@gmail.com 

 

(2)競技・運営について 

競技委員長 横田 正稔 masatoshi.yokota1@gmail.com 

 

(3)審判・規則について 

審判委員長 中塚 亨  nakatsuka@living-gallery.com 

 

              ※1.電話でのお問い合わせは受け付けておりません。 

       ※2.お問い合わせの際は、「男女の別、チーム名、お名前、返信用アドレス」を 

         ご記載いただけますと対応することが可能です。 

※3.各担当に問い合わせをする場合は代表者会議に出席したコーチまたはアシスタ 

  ントコーチのみとさせて頂きます。 

※4.（一財）新潟県バスケットボール協会へ、大会にかかるお問い合わせのメール、 

  お電話ともご遠慮ください。 

mailto:niigatacityminibbzimu@gmail.com
mailto:nakatsuka@living-gallery.com

