
 

2021年度 第 41回中国ミニバスケットボール大会（山口大会） 

実施要項 

 

1. 主  催   （公財）日本バスケットボール協会 

 

2. 共  催   中国バスケットボール協会 

         岩国市、岩国市教育委員会、（一財）岩国市体育協会 

 

3. 主  管   （一社）山口県バスケットボール協会 

         岩国市バスケットボール協会 

 

4. 後  援   山口県、山口県教育委員会、山口県体育協会 

 

5. 特別協賛   ㈱モルテン、㈱DUPER、㈱JTB山口支店 

 

6. 協  賛   ㈲マルヤスポーツ、㈱エイコー食品、松和物産㈱、㈱P＆P浜松、㈲東洋食産 

三新化学工業㈱、山口ユニフォーム㈱ 

 

7. 期  日   2022年 1月 9日（日）～1月 10日（月祝） 

 

8. 会  場   岩国市総合体育館（A・B） 

＜所在地＞ 〒741-0072 山口県岩国市平田 1-40-1 

愛宕スポーツコンプレックスカルチャーセンター（C・D） 

＜所在地＞ 〒740-0037 山口県岩国市愛宕町 2丁目 

岩国市由宇文化スポーツセンター（E・F） 

＜所在地＞ 〒740-1425 山口県岩国市由宇町南沖 1-13-1 

 

9. 大会方式   リーグ戦、トーナメント戦により実施する。 

 

10. 競技規則   （1）JBA が定める 2021年度ミニバスケットボ－ル競技規則による。 

ショットクロックは 24 秒/14 秒リセットで実施する。 

また、プレーヤーにおいて、10 名以上で大会エントリーしたチームが大会

当日に 10 名未満しか試合に出場できない場合や、8 名または 9 名で大会

エントリーしたチームが大会当日に大会エントリー数に満たない人数しか

試合に出場できない場合、試合は行うが、不成立とする。 

5人以上で 8人未満の場合は、6－(1)－6－(5)－0－(0)－6の 3Q制で行う。 

（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、2021年 4 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。ただし、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。 

各チームは濃色・淡色の各ユニフォームを用意し、濃淡同一番号とする。

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「タイムテーブル」の左側記載のチームを淡色（白色）

とするが、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）大会エントリーしたすべての選手に対し、大会期間中に必ずプレータイム

を確保すること。プレータイムの確保が達成できなった場合は、チームの

コーチは次年度の全国大会・中国大会には参加できない。 

 

11. 出場チーム  男子：12チーム、女子：12チーム、計 24チーム 

（1）各県バスケットボール協会から推薦された男女各 2チーム 

（2）開催県バスケットボール協会から推薦された男女各 4チーム 

 

12. 参加資格   （1）2021年度において、各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 U12 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。他のチームで予選会に出場した選手は出場できない。 

（2）選手は、2021年 4月 1日時点で 12歳未満の者。 

（3）ベンチで指揮を執るコーチは、JBA公認 E 級（2019 年度以降のライセンス

区分による）または E-1級（2018年度以前のライセンス区分による）コー

チ以上を保有していること。 

（4）チーム責任者は、2021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。 

 

13. チーム構成  （1）1 チームにつき、コーチ 1 名、アシスタントコーチ 1 名、マネージャー 

1 名、その他 1 名、選手 10 名以上 15 名以内の合計 19 名以内。ただし、

選手登録が 8 名または 9名のチームは、登録人数による構成を可とする。

（コ－チ、アシスタントコーチ、その他は小学生不可） 

（2）選手は保護者の同意を得て参加すること。コーチはチームの指導・監督に

あたるが、選手の保護者が同伴することが望ましい。 

（3）スポ－ツ傷害保険等は、各チ－ムで必ず加入しておくこと。 

（4）参加者の大会期間中の疾病及び傷害については、応急処置のみ行い、その

後の責任は負わない。 

 



 

14. 大会参加料  1チーム 20,000円 

 

15. 参加申込   本大会の参加チームは、別紙：申込用紙に必要事項を記入の上、下記の期日まで 

に申し込むこと。また、参加料は下記の指定口座に振り込むこと。 

＜期 限＞ 2021年 12月 3日（金）必着 

＜申込先＞ （一社）山口県バスケットボール協会 U12部会長 藤本久志 宛 

E-mail：payan1gou☆yahoo.co.jp（☆スパムメール対策） 

＜参加料の振込先＞ 

山口銀行 下松支店 普通 ５１０５０８３ 

山口県ミニバスケットボール連盟 事務局長 玉﨑理沙 

 

16. 組み合わせ  組み合わせは、U12中国ブロック連絡会議で各県 U12部会長が抽選する。 

決定後、（一社）山口県バスケットボール協会の大会公式サイトにて速やかに 

発表する。 

日時：2021年 12月 6日（月）予定 

 

17. 表彰     参加各チームに参加賞、男女各グループ 1位・2位にトロフィーを贈る。 

 

18. 諸会議    （1）代表者会議 日時：2022年 1月 9日（日）9:15～ 

会場：岩国市総合体育館 会議室 

（2）インテグリティ講習会 日時：2022年 1月 9日（日）9:45～ 

会場：岩国市総合体育館 会議室 

（3）審判会議  日時：2022年 1月 9日（日）9:45～ 

会場：岩国市総合体育館 武道場 

（4）MC 会議  日時：2022年 1月 9日（日）9:45～ 

会場：岩国市総合体育館 武道場 

（5）審判講習会  日時：2022年 1月 9日（日）18:30～ 

会場：岩国市総合体育館 会議室 

（6）MC 講習会  日時：2022年 1月 9日（日）18:30～ 

会場：岩国市総合体育館 会議室 

（7）U12中国ブロック連絡会議 日時：2022年 1月 9日（日）18:30～ 

会場：岩国市総合体育館 ミーティングルーム 

 

19. 開会式    2022年 1月 9日（日）8:45～ 岩国市総合体育館 

 

20. 閉会式    競技終了後、各会場で直ちに行う。 

 

21. ベンチ    「タイムテーブル」の左側記載のチームがスコアラーズテーブル（テーブルオフ 

ィシャルズ）に向かって右側とする。 



 

 

22. 大会使用球  モルテン製 5号球（JB5000 B5C5000） 

 

23. 宿泊申込   宿舎は大会本部指定のホテル・旅館とする。 

本大会の参加チームは、別紙：申込用紙に必要事項を記入の上、下記の期日まで 

に申し込むこと。 

         ＜期 限＞ 2021年 12月 10日（金）必着 

＜申込先＞ 〒754-0002 山口県山口市小郡下郷 1234-2 SMILE山口ビル 5階 

㈱JTB山口支店 担当：木原・西谷・和田 宛 

電話番号：083-976-2300 

FAX：083-976-2301 

E-mail：taikai2_yamaguchi☆jtb.com（☆スパムメール対策） 

（営業時間/9：30～17：30 休業日/土・日・祝日） 

 

24. 弁当申込   弁当は大会本部指定の弁当・仕出し店とする。 

本大会の参加チームは、別紙：申込用紙に必要事項を記入の上、下記の期日まで 

に申し込むこと。 

         ＜期 限＞ 2021年 12月 20日（月）必着 

＜申込先＞ 〒741-0061 山口県岩国市錦見 8丁目 29-10 

㈲東洋食産 

電話番号：0827-43-0444 

FAX：0827-43-1019 

 

25. 規律委員会  本大会における手続きや競技会等について、規律ガイドラインに定める手続き 

に沿って、大会規律委員会で速やかに対応する。 

 

26. その他    （1）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。その他、個人情報および肖

像権の取り扱いについては別途定める。 

（2）勝ち上がりの関係で、自県のチームの試合に自県の審判・MCが割り当てら

れる場合がある。 

（3）JBA バスケットボール事業・活動実施ガイドライン（第 4版）、YBA_U12 新

型コロナウイルス感染対策ガイドライン、YBA_U12 競技会・リーグ戦運営

要領を参考に感染対策を実施する。 

 


