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令和 4 度福岡県高等学校バスケットボール選手権大会 
（兼 ウインターカップ 2022 第75 回全国高等学校バスケットボール選手権大会・福岡県予選） 

 大  会  規  定  
 

新型コロナウイルス感染防止に伴い、10 月16・22・23 日／11 月3 日の開催にあたっては、競技役員・補助役員

ともに最少人数で運営します。顧問の先生方は、入場から退館までチームに帯同していただき、選手・保護者・チーム関

係者へ『大会規定』及び『注意事項』の指導及び周知徹底を行っていただきますようお願いします。 

 

１ 入場に関すること［会場とは、学校及び施設敷地内をいう］ 
（１）福岡県大会準々決勝、およびベスト 4 によるリーグ戦は、入場を制限し有観客で行う。 

 

（２）会場に入れる者は、下表の①～⑤とし、入場の際は別紙必要書類を受付に提出し、確認を受けること。 

     受付確認後、入場の際には検温を行うが、37.5℃以上ある者はいかなる場合も会場に入ることができない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

□ 部員注1は、必ず当該学校の教員に引率されなければならない。 

 

 

 

 

□ チーム応援者（観戦者）が入場する際は、『入場者一覧表』に必要事項を記載し、顧問が受付に提出すること。 

□ 今後、新型コロナウイルス感染症の感染者数が増加した場合（一社）福岡県バスケットボール協会で協議し、無観客とすることがある。 

 

  （３）10 月16・22・23 日については、対戦相手の事前分析（スカウティング）を目的としたビデオ撮影のための入場を認める。ただし、以下ア～ 

ウの注意事項を厳守すること。 

ア． チームに所属する部員2 名以内で、入場の際は『健康チェックシート（外部来場者用）』を受付に提出し確認を受けること。 

イ． 受付で ID を受け取り、首から下げること。また、撮影は指定された場所で行い終了後は IDを受付に返却すること。 

ウ． 事前分析（スカウティング）目的以外の入場はできない。 

 

 

入場できる者 受付時の提出物 ※別紙必要書類 

① 
『参加申込書』に記載された中からのエントリーメンバー 

（引率責任者1名・コーチ1名・アシスタントコーチ1名・選手15名・マネージャー1名の19名以内） 

■『エントリー表』 

■『健康チェックシート（チーム用）』  

② 

チーム応援者（観戦者）※当該チームの『部員・保護者・学校関係者（生徒・職員等）』 

▶10 月16・22・23 日・・・50 名以内（エントリーメンバー以外の部員含む） 

▶11 月3日・・・各チーム 200 名程度 

■『入場者一覧表』  
※健康チェックを行い、必要事項を記入すること。 

※11月3日については検討中 

③ 
大会役員・競技役員・補助役員・審判員・その他主催者から入場を許可された者  

※競技役員・補助役員は、主催者より依頼を受けた者 
■『健康チェックシート【外部来場者用】』 

④ 当該学校の管理職（校⾧・副校⾧・教頭・事務⾧ 等） ■『健康チェックシート【外部来場者用】』 

⑤ メディア関係者や卒業アルバム業者等で、事前に事務局に連絡があり許可された者 ■『健康チェックシート【外部来場者用】』 

注1部員とは、以下のア・イ・ウの条件を満たした者（マネージャーはア・ウの条件を満たした者）とする。 

ア． 『参加申込書』で学校⾧から大会出場を認められた者。 

イ． 『Team JBA（JBA 会員登録管理システム）』に登録された者。  ※2022 年度各チームに所属している競技者。 

ウ． 『健康チェックシート（チーム用）』もしくは『入場者一覧表』で異常がみられない者。 



NO．２ 

２ 試合に関すること  
（１）今年度の九州大会・インターハイの結果により、ウインターカップ2022福岡県代表の出場枠が男子3枠、女子2枠となったため、ベスト4以

降の日程をリーグ戦方式で実施する。ただし、今後の新型コロナウイルス感染状況によっては、試合方式を変更する場合がある。 

 

（２）ライブ配信をおこなう場合は、必ず相手チームの許可を得ること。 

 

（３）テーブルズオフィシャルズ（以下、T.O）及びコートキーパーは、補助役員が行う。 ※全試合T.O主任を 1 名配置する。 

 

（４）ベンチ入りできるメンバーは、『エントリー表』に記載のある者（引率責任者1 名・コーチ1名・アシスタントコーチ 1 名・選手15 名・マネージャ 

ー1 名の 19 名以内）とする。加えて、当該学校の管理職のベンチ入りは 1 名とし、本部競技役員に申し出ること。 

 

（５）チームのベンチは、組合せ番号の若いチーム（リーグ戦では左側に記載があるチーム）がオフィシャル席に向かって右側とする。 

 

（６）エントリーメンバー以外は、チームベンチエリア及びコートでのウォーミングアップに入ってはならない。 

 

（７）ウォーミングアップ中は、マスクを外しても良いが、声を出してはならない。 

 

（８）前の試合のハーフタイムで、次に試合があるチームのコートを使用したウォーミングアップは出来ない。 

 

（９）トレーナーのチーム帯同については、本部に申し出て許可を得ること。また、ビブスは各チームで準備し必ず着用すること。 

       ※トレーナーはゲーム中にチームベンチエリアに入ることはできず、選手に指示を出すことはできない。 

 

（10）各チームの試合日、会場、試合順、受付開始時間を確かめること。会場入り出来る時間は、受付開始時間の直前とし、競技場（体育館） 

に入る際は競技役員の指示に従うこと。 

 

（11）試合開始時間は原則定刻とする。ただし、試合間のインターバルは最低20 分確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（12）試合を終えたチームは、使用したベンチ・更衣室の消毒を行い速やかに退所すること。【チームの完全入れ替えを行う】 

 

日 付 試 合 第1 試合 第2 試合 第3 試合 第4 試合 

10 月16 日（日） 

10 月22 日（土） 

10 月23 日（日） 

試合開始時間 10:00 12:00 14:00 16:00 

受付開始時間 9:00 10:30 12:30 14:30 

チーム応援者入場開始時間 9:30 11:30 13:30 15:30 

▶チーム応援者は各チームが作成する『入場者一覧表』に記載された 50名以内 

▶一般の方の観戦はできません。 

11 月  3日（木祝） 

試合開始時間 9:00 11:00 13:00 16:00 

受付開始時間 8:00 9:30 11:30 14:30 

チーム応援者入場開始時間 8:30 10:30 12:30 15:00 

一般観戦者入場時間 8:45～ 
【チーム応援者・チーム応援席について】 

▶チーム応援者は、当該チームの『 部員 ・ 保護者 ・ 学校関係者（生徒・職員等）200名程度』とし、チーム応援席 

で観戦が可能です。入場開始時間になりましたら、競技役員が誘導します。 

▶試合終了後は、次の試合のチーム応援者と入れ替えを行いますので速やかな退所をお願いします。試合後は、一般観戦 

  席での観戦は可能ですが、満席の場合は入場をお断りさせていただきます。 

▶チーム応援席には、一般の方の観戦者は入ることができません。 

【一般観戦席について  一般観戦席は約1,000席程度】 

▶一般観戦者は指定された場所での観戦となります。満席になり次第、入場をお断りさせていただきます。 



NO．3 

３ ユニフォーム 

（１）（公財）日本バスケットボール協会のユニフォーム規定による。 

 

（２）各チーム濃淡二色（淡色は白）のユニフォームを用意し、原則として組み合わせ番号の若いチームを淡色とする。 

 

（３）番号は「0」・「00」～「99」の番号を用いることができ、同一チーム内で「0」・「00」を同時に使用することができる。 

 

 

４ 大会使用球（試合球） 

（１）試合球は、モルテン 12 面体BG5000（男子:B7G5000 女子:B6G5000）を使用する。 

 

（２）試合球は、大会本部で準備する。 

 

 

５ 受付時における『参加承諾書（健康チェックシート）』・『エントリー表』等の提出  

（１）来場の際、感染対策責任者（顧問）が受付に以下の①・②を係に提出し確認を受けること。※不備がある場合、入場できない。 

①『エントリー表』  

②『健康チェックシート（チーム用）』  

 

（２）『参加申込書』に記載がない場合、参加及び入場ができないため、部員に増員があった場合は、最新の『参加申込書』と追加された『Team 

 JBA 競技者登録証PDF）』を、その都度、（一社）福岡県バスケットボール協会事務局まで郵送すること。 

 

（３）上記5-（１）①・②の所定用紙は、（一社）福岡県バスケットボール協会ホームページよりダウンロードして使用すること。 

 

（４）エントリーメンバーは、『参加申込書』に記載された選手の中から 15 名以内を選出できるものとし、試合ごとの変更を認める。 

 

 

６ 競技時間 

  （１）10 分のクォーターを4 回行う。 

 

  （２）第４クォーターが終わったときに得点が同点だった場合、１回５分間のオーバータイムを決着がつくまで必要な回数行う。 

 

  （３）インターバルは、ハーフタイム 10 分、クォーター間は２分とする。 

 

 

７ 棄権チーム 

  （１）参加申し込み後、止むを得ず棄権しなければならない場合は、（一社）福岡県バスケットボール協会事務局と対戦相手チームに直ちに連

絡をすること。 

 

 

８ 新型コロナウイルス感染防止策（ガイドライン・会場入場の条件 等） 

  （１）新型コロナウイルス感染防止策ガイドラインを確認し、会場内は競技役員の指示に従い行動すること。 

       ※『新型コロナウイルス対策ガイドライン』及び、『JBA（公益財団法人日本バスケットボール協会）バスケットボール事業・活動実施ガイド 

ライン（手引き）第3 版』は、県協会HP に掲載しているので参照すること。 
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 （２）顧問（チーム責任者）は、チーム内に陽性者・濃厚接触者が発生した場合はすぐに（一社）福岡県バスケットボール協会事務局か担当 

競技役員まで連絡すること。上記8-（１）及び最新のガイドラインに則り、最終的な大会参加の決定は、各地区の保健所等の判断を仰 

ぎ、当該チームの学校⾧の判断に委ねられる。 

 

（３）各チーム『感染対策責任者（顧問）』は、以下の業務について、責任を持って行うこと。 

①主催者・顧問（チーム責任者）・選手・保護者・その他関係者と連絡が取れるようにする。 

②日常の活動において、健康チェックや検温等、スタッフや選手が行うことを管理する。 

③大会当日の健康チェック・うがい・手洗い・消毒（使用した用具・場所含む）の指導を行う。 ※消毒液は各チームで準備すること。 

④10 月16 日・22 日・23日のチーム応援者（観戦者）50 名以内の『入場者一覧表』の作成や入退場の整列・誘導など、競技 

役員の補助を行う。 あらかじめ集合時間・場所等を連絡し記載欄の確認を行うなど、現地や受付での混雑を避けるようにすること。 

※11 月3日のチーム応援者（観戦者）の入場要領については、別途指示する。 

⑤その他、陽性者を出さない対応。 

 

（４）大会前から新型コロナウイルス感染症が強く疑われる体調不良者が発生した場合は、大会参加を辞退すること。 

 

  （５）大会前から大会中に陽性者・濃厚接触者が発生したチームは保健所により、「陽性者ではない・濃厚接触者ではない」と判定された場合 

は、引き続き大会に参加することが出来る。※保健所により判定が出ない場合は、学校⾧の判断に委ねる。 

 

（６）来場中に注意することは、以下の通りとする。 

       □ 各チーム、決められた時間（受付開始時間）にあわせて来場すること。 ※2-（11）参照 

       □ マスクを持参・着用し、こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること。 

       □ 他の参加者、主催者スタッフ等との距離を確保すること。 

       □ 更衣室の使用は、選手（エントリーメンバー）の更衣のみとし、⾧時間の使用・飲食・不要な会話等がないようにすること。 

         ※更衣室の広さや入場制限があるため、ユニフォームに着替えて来場することが望ましい。 

 

（７）試合中に注意することは、以下の通りとする。 

       □ チームスタッフ及び選手は、ウォーミングアップや競技中以外はマスクを着用し、ベンチでは距離を取って座り、大きな声での指示や会話、 

応援は慎むこと。 

       □ 応援は、フィジカルディスタンスを保ち指定された場所で行い、鳴り物・指笛を使っての応援は禁止とする。また、マスクを必ず着用し大き 

な声での会話や応援は行わないこと。 

       □ アクシオン福岡以外の会場では、鳴り物を使用しての応援は禁止とする。※アクシオン福岡でも、試合進行に支障をきたす場合は制限 

         する場合がある。 

       □ タオルや水筒、飲料用ボトルの共用はせず（マイタオル・マイボトルの準備）ハイタッチ、握手、肩組みなどの接触はしないこと。 

 

 （８）試合終了後に注意することは、以下の通りとする。 

       □ 使用したベンチや用具、T.O等の共有物は、試合終了ごとに使用したチームが消毒を行い速やかに退所すること。 

       □ 手洗いやアルコール等による手指消毒を実施し感染防止に努めること。 

       □ 更衣後、使用した更衣室は、消毒、換気を行い速やかに帰宅すること。 

       □ 試合後の相手ベンチ及び応援席への挨拶についてはキャプテンのみとし、それ以外のメンバーは速やかに片付けを行うこと。 

 

９ 大会の中止や延期、変更について［大会前及び大会期間中］ 

（１）新型コロナウイルス感染症関連により、以下の場合において、大会を延期もしくは中止することがある。 

       ①政府及び福岡県から「緊急事態宣言」や「自粛要請」等が発出された場合。 

       ②（一社）福岡県バスケットボール協会が、大会の運営及び実施が困難と判断した場合。 
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  （２）やむを得ない事情や天候等により、大会を延期もしくは中止する場合がある。 

 

   （３）競技日程（日時・時間・場所等）の変更は、当該チーム顧問に連絡しホームページの更新を行う。 

 

   （４）顧問は、適宜（一社）福岡県バスケットボール協会ホームページを閲覧・確認すること。 

 

 

 ○選手・保護者・関係者等への周知徹底を、各学校で確実にお願いします。  

 

『新型コロナウイルス感染防止対策』へのご協力をお願いします。 
 

■ チーム応援者の観戦について 

   ・入場は各チームでまとまり、人数が分かるようにしてください。入場時間までの間、密にならないようにお気を付けください。 

   ・マスク着用の上、入場時には必ず手指消毒をお願いします。 

   ・入場の祭、検温をさせていただきます。37.5℃以上ある場合は、いかなる場合においても入場できません。 

   ・観戦時は声を出さずに応援してください。選手との接触（会話や声掛けを含む）をしないようお願いします。 

   ・退場は速やかに行い、次チームとのスムーズな入れ替えにご協力ください。 

 

■ ゴミは、各チームで必ず持ち帰ってください。 

 

■ 外履きと体育館シューズの履き替えを確実に行い、靴（下足）は放置することなく各自で管理して下さい。 

 

■ 貴重品については各チームで責任をもって管理して下さい。（会場における盗難等については、一切の責任を持つことができません） 

 

■ 学校敷地内は全面禁煙です。各会場、施設の利用マナーや使用規定を守ってください。 

 

■ 駐車場について 

    ◆福岡魁誠高校・水産高校会場 

・駐車可能台数に制限はありませんが、満車になった場合は駐車をお断りさせていただきます。 

◆筑紫高校・東海大福岡高校・アクシオン福岡会場 

・当該チームには駐車券を発行します。駐車券の無い場合は駐車できません。 

◆その他 

・バスで来場する場合は、駐車可能台数を厳守し、事前に事務局まで連絡してください。 

・近隣施設への無断・違法駐車は、試合進行の妨げとなりますので絶対におやめください。 

 

■ 会場校へのお問い合わせはご遠慮ください。 

＝ お 願 い ＝ 

 
 昨年度、大会期間中を通じ『違法駐車』・『ごみの不法投棄』における苦情が何件も発生し、大会運営に支障をきたすだけでなく、会場校や補助に

携わる教員・生徒に多大な迷惑をかけました。 

（一社）福岡県バスケットボール協会・競技委員会では、『マナーアップ・クリーンアップ』を掲げ、選手達が試合に集中できる環境を作り、見に来られ

た方々に感動を与える大会にしたいと努めております。どうぞ、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

＝問い合わせ先＝   ■主管協会連絡先 

        一般社団法人 福岡県バスケットボール協会  TEL092-409-8812（10:00～15:30） FAX092-409-8722 


