
 

第１回埼玉県Ｕ１４秋季バスケットボール大会北部地区予選会 

 兼 第５２回 県北中学生バスケットボール大会 

 実施要項  

 

１．主  催 一般社団法人 埼玉県バスケットボール協会 
 

２．共  催 県北バスケットボール協会 
 

３．日  時 平成３０年８月１８日(土)・１９日(日)・２５日(土)・２６日(日) 

 １８日(土) 

 

男子 

女子 

秩父市文化体育センター(Ｄ・Ｅ・Ｆ・Ｇ) 

熊谷市大里体育館(Ｈ・Ｉ) 

１９日(日) 

 

女子 

男子 

秩父市文化体育センター(Ｄ・Ｅ・Ｆ・Ｇ) 

本庄シルクドーム(Ａ・Ｂ・Ｃ) 

２５日(土) 

 

男 子 

女 子 

本庄シルクドーム(Ａ・Ｂ) 

児玉エコーピア(Ｊ・Ｋ) 

２６日(日) 男 女 本庄シルクドーム(Ａ・Ｂ)   ※ 準決勝・決 勝 
 

４．ゲーム開始（予定時間） 

 ８／１８(土)、１９(日)、２５(土)、２６(日) 

会 場 エコーピア・シルクドーム・秩父文体 熊谷市大里体育館 

開場時間 ８：００ ８：３０ 

第１試合  ９：００～  ９：３０～ 

第２試合 １０：１０～ １０：４０～ 

第３試合 １１：２０～ １１：５０～ 

第４試合 １２：３０～ １３：００～ 

第５試合 １３：４０～ １４：１０～ 

第６試合 １４：５０～ １５：２０～ 

         ※ 開場時間は予定です。また、試合開始時刻も目安になります（予定より早まることもあります）。 
 

５．参加資格 （1）平成３０年度公益財団法人日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）、一般社団法人 埼玉
県バスケットボール協会（ＳＢＡ）にチーム加盟・競技者登録をしている中学１・２
年生とチーム。 

 ＊ 大会初日に、すべての出場選手、チームが登録されていることを確認するために    
「Ｔｅａｍ ＪＢＡ」から「登録一覧表名簿」を印刷して大会責任者に提出する。 

 

６．参 加 費  １チーム ３０００円 （組み合わせ会議の際に集金します。） 
 

７．開 会 式    日 時  平成３０年８月１８日（土）・１９日（日） 
  （開始式）            午前８時３０分～（秩父市文化体育センター・本庄シルクドーム） 

午前９時００分～（熊谷市大里体育館）  
           場 所  各会場 
          対 象  各会場参加チーム 
                        主将先頭、選手はユニフォームで整列 
 

８．閉 会 式   日 時  平成３０年８月２６日（日） 
          場 所  本庄シルクドーム 
                 対 象  男女ベスト４のチーム 
 

９．開閉会式次第 
開会式(開始式) 次 第 閉会式 次 第 

 開式通告    各会場審判主任 
 挨  拶    各会場責任者 
 競技・会場   各会場コート主任 
 使用の注意     （主催地区内中学） 
 閉式通告    各会場審判主任 
 司会進行    各会場コート主任 

 開会通告  青木  徹 総務副委員長 
 成績発表  長谷河健志  競技委員長 
 表  彰  県北バスケットボール協会役員 
 指導講評  県北バスケットボール協会役員 
 挨  拶  大会後援団体より 
 閉式通告   青木  徹 総務副委員長 
 司会進行  工藤 公義  総務委員長 



 

 
１０．競技上の注意 

 ・競技は、日本バスケットボール協会競技規則に則り行う。  

・ベンチについて、１～３日目は「１１試合およびＴＯ」(Ｐ５)の左側に記載されているチーム、最終日（準決

勝・決勝）では、トーナメント表左側のチームが淡色を着用し、オフィシャル席に向かって右側のベンチを使

用。(ユニフォームについては必ず濃淡を用意して下さい。) 

・ユニフォームは００・０から９９番までとし、トーナメント表の番号の若いチームが淡色を着用すること。 

 ・ベンチは、チーム代表１、コーチ１、Ａコーチ１、マネージャー１、選手１５名、計１９名以内とする。 

 ・ＴＯは対戦表を確認のこと。ＴＯは８名（テーブルオフィシャルズ４名、得点２名、モップ２名）出して下さ

い。また、オフィシャルに入る生徒は、１試合を通して同じ人が行うこととし、アップ等で途中交代しないで

下さい。各校オフィシャル要員を決め、確実に行えるよう指導の徹底をお願いします。試合進行表のＴＯ担当

チームは、ミーティング等で次のゲームの進行に支障をきたさないよう、遅れずに入って下さい。 

 ・次試合チームのマネージャーは、前試合のハーフタイム時までに、スコアシート記入席（本部前）でメンバー

の記入を済ませること。 

・コーチは、スターティングメンバーをオフィシャル席で確認し、サインすること。 

・前半のゴールは、ベンチと反対側とする。試合前のウォーミングアップもベンチと反対側とする。 

・延長戦は、ゲーム終了後２分後に３分間行う。それでも勝敗がつかない場合には再度、延長戦を行う。 

・次試合チームは、前後半の残り１分前の表示が出るまでは、フロアに降りてこないこと。 

・その他、各会場、各コートの使用規定をよく守り大会に臨むこと。 

   

◇試合開始時間は目安とし、試合時間は８－２－８－１０－８－２－８分、試合間は１０分とする。 

 

 

１１．施設利用上の注意 

  （１）各会場の使用規定を遵守し、責任者の指示に従い活動すること。 

 （２）入り口で室内シューズに履き替え、各自持参した袋に入れ保管する。バスケットシューズの盗難事故が

多発しているため、保管には充分注意すること。 

 （３）フロアには、選手および関係者以外は入らない。 

 （４）更衣は観客席または各会場で指定された場所を使用する。 

 （５）練習は指定したところで決まりを守って行う。 

 （６）昼食は観客席または各会場で指定された場所でとり、ゴミは必ず持ち帰る。 

 （７）各チーム使用した場所は、責任を持って清掃すること。 

 （８）トイレは衛生に配慮し、丁寧に使用すること。 

 （９）貴重品の管理については各チームで行うこと。 

 （10）応援の保護者の方々にも、大会運営に対してご協力をお願いする場合がある。 

 （11）役員、補助員の指示には必ず従い、大会運営にご協力をお願いする。 

 （12）他校生徒並びに会場に迷惑をかけるような行為は厳重に慎むこと。あった場合には、今後の大会参加を

辞退してもらうこともある。 

 （13）その他［保護者にも徹底］ 

   ＊ 各会場及び駐車場の使用規定やマナーを厳守し利用する。 

   ＊ 会場内でのフラッシュ撮影は禁止です。 

   ＊ ビデオのバッテリー充電等で、会場内のコンセントを使用することは禁止です。 

 

 

１２．その他 

  ・大会中の怪我については、各チームで対応をお願いします。 

   （学校の部活動の一環として大会に参加している場合には、スポーツ振興センターでの対応が可能に

なります。それ以外の場合には各チームで任意保険(スポーツ安全保険等)への加入をお願いします。） 

 



Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

勝ち 勝ち
決勝トーナメントへの進み方

① ①
負け 負け

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

秩父文体①（１８日） 秩父文体②（１８日）

Ｄ・Ｅ Ｆ・Ｇ

A・Ｂ・Ｃ

Ｄ・Ｅ
Ｆ・Ｇ
Ｈ・Ｉ

エコーピア Ｊ・Ｋ

本庄シルクドーム　（１９日）
Ａ・Ｂ・Ｃ

秩父文体①（１８日）

Ｄ・Ｅ

秩父文体①（１８日）

Ｄ・Ｅ
秩父文体②（１８日）

Ｆ・Ｇ

２次リーグへ

　◎チームの順位は勝率によって決定する。
　◎延長戦も行い，必ず勝敗をつける。
　ただし，勝率の同じチームが複数のときは下記のとおり決定する。
１　２チームが同じ勝率のときは，両チームの対戦で勝ったチームを上位とする。
２　３チームが同じ勝率のときは，当該チーム間のゲームにおける得失点差で順位を決定する。
３　それでも同じときは，当該チーム間のゲームにおけるゴールアヴェレージの高いチームを上位とする。
４　それでも同じときは，そのリーグ戦の全ゲームのゴールアヴェレージによって決定する。
５　それでも同じときは，当該チームのその大会すべてのゲームのゴールアヴェレージによって決定する。
６　２～５の方法を行った結果，複数の同率のチームが２チームに減ったときは１の方法に戻り，適用する。

　※　ゴールアヴェレージは，得点を失点で割って算出する。

２５日

２６日

２位シードが３１～４１に入る

Ⅳ　グループ

ｊ１

ｋ１

ｌ１

ｇ１

ｈ１

ｉ１

Ⅱ　グループ

ｄ１

ｅ１

ｆ１

シルクドーム
秩父文化体育第１
秩父文化体育第２

Ⅰ　グループ

ａ１

ｂ１

Ｂ２
Ｂ４

Ａ４

Ａ２

ｃ１

Ⅲ　グループ

第１試合　　A　対　B

１位シードが１～１０に入る ４位シードが１１～２０に入る ３位シードが２１～３０に入る

41 上里北34 高篠24 玉井

37 本庄西 40 大里

4 深谷南

27 上里 30 男衾 33 幡羅13 深谷 20 神川 23 本庄東

39 城南

3 秩父第一 7 上柴 17 熊谷荒川10 岡部

29 影森 32 妻沼東 36 横瀬19 熊谷東 22 藤沢 26 尾田蒔

38 秩父荒川

2 大幡 6 三尻 16 花園12 児玉

28 富士見 31 美里 35 妻沼西18 寄居 21 小鹿野 25 江南

iブロック jブロック kブロック lブロック

1 本庄南 5 本庄東附属 15 秩父第二

ａブロック bブロック eブロック fブロック gブロック hブロック

第３試合　　C　対　A

第１試合　　Ａ対Ｂ　　Ｃ対Ｄ　
第２試合　　勝ちチーム　対　勝ちチーム　　負けチーム　対　負けチーム
※　第２試合の勝ち　対　勝ち　に勝ったチームが２次リーグに進む。

14 皆野

第２試合　　B　対　C

8 大原

シルクドーム

シルクドーム

（１）４チームブロックの場合

（２）３チームブロックの場合

11 大麻生

9

秩父✕・本庄✕ 秩父✕・本庄✕ 深谷✕・本庄✕ 深谷✕

10　組み合わせ

【男子】
大里体育館

長瀞

ｃブロック dブロック



Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

勝ち 勝ち
決勝トーナメントへの進み方

① ①
負け 負け

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

さ１

シルクドーム A・Ｂ・Ｃ
秩父文化体育第１ Ｄ・Ｅ
秩父文化体育第２ Ｆ・Ｇ

け１

秩父文体①（１９日）
Ｄ・Ｅ

秩父文体②（１９日）
Ｆ・Ｇ

大里体育館 Ｈ・Ｉ
エコーピア Ｊ・Ｋ

こ１

21

お１ く１

う１

エコーピア

か１

Ａ１

24 妻沼東

23

２６日

２５日
Ⅰ　グループ Ⅱ　グループ

え１

Ⅲ　グループ Ⅳ　グループ

影森

き１

し１

深谷南

富士見

玉井 18皆野 12 上柴 15

本庄南

3 本庄西 6 上里 9

児玉 11 秩父第二 14 横瀬 17

秩父第一 19 深谷 22美里 16

20 熊谷荒川

藤沢

2 大原 5 大里 8

たんぽぽ 10 神川 13

第１試合　　Ａ対Ｂ　　Ｃ対Ｄ　
第２試合　　勝ちチーム　対　勝ちチーム　　負けチーム　対　負けチーム
※　第２試合の勝ち　対　勝ち　に勝ったチームが２次リーグに進む。

（２）３チームブロックの場合
第１試合　　A　対　B
第２試合　　B　対　C

　◎チームの順位は勝率によって決定する。
　◎延長戦も行い，必ず勝敗をつける。
　ただし，勝率の同じチームが複数のときは下記のとおり決定する。
１　２チームが同じ勝率のときは，両チームの対戦で勝ったチームを上位とする。
２　３チームが同じ勝率のときは，当該チーム間のゲームにおける得失点差で順位を決定する。
３　それでも同じときは，当該チーム間のゲームにおけるゴールアヴェレージの高いチームを上位とする。
４　それでも同じときは，そのリーグ戦の全ゲームのゴールアヴェレージによって決定する。
５　それでも同じときは，当該チームのその大会すべてのゲームのゴールアヴェレージによって決定する。
６　２～５の方法を行った結果，複数の同率のチームが２チームに減ったときは１の方法に戻り，適用する。

　※　ゴールアヴェレージは，得点を失点で割って算出する。

第３試合　　C　対　A

（１）４チームブロックの場合

きブロック

1 岡部 4 小鹿野 7

おブロック かブロック くブロック

組み合わせ

【女子】

あブロック いブロック うブロック えブロック

あ１

い１

熊谷市大里体育館（１８日）
Ｈ・Ｉ

けブロック こブロック さブロック しブロック

25 本庄東 28 寄居 31 大麻生 34 幡羅

26 花園 29 本庄東附属 32 長瀞 35 吉田

27 尾田蒔 30 熊谷東 33 上里北 36 三尻

Ｂ１
Ｂ３

Ａ３ シルクドーム

２次リーグへ

１位シードが１～１０に入る ４位シードが１１～２０に入る ３位シードが２１～３０に入る ２位シードが３１～４１に入る
深谷✕・秩父✕・熊谷✕ 本庄✕・深谷✕・熊谷✕ 秩父✕・本庄✕・熊谷✕ 深谷✕・秩父✕・本庄✕
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