第４９回 広島県中学校バスケットボール選手権大会要項
１ 主

旨

本大会は、中学校教育の一環として、中学校生徒に広くスポーツ活動の機会を与え、競
技力の向上とアマチュアスポーツ精神の高揚をはかり、心身ともに健全な生徒を育成する
とともに、相互の親睦をはかることにより中学校体育・スポーツの振興と競技力向上をね
らう。

２ 主

催

広島県中学校体育連盟 広島県教育委員会 (一財)広島県バスケットボール協会

３ 後

援

(公財)広島県体育協会 広島県公立中学校長会 広島県ＰＴＡ連合会 広島市教育委員会

４ 主

管

広島市中学校体育連盟

５ 会

期

令和元年 ７月２２日（月）～ ７月２３日（火）

６ 日

程

７月２２日（月）

７月２３日（火）

第１試合 １０：００～

第１試合

９：３０～ 女子準決勝

第２試合 １１：１５～

第２試合 １０：５０～ 男子準決勝

第３試合 １２：３０～

第３試合 １２：１０～ 女子決勝・３決

第４試合 １３：４５～

第４試合 １３：３０～ 男子決勝・３決

第５試合 １５：００～

閉会式

１４：５０～

第６試合 １６：１５～
７ 会

場

広島県立総合体育館（グリーンアリーナ）
〒730-0011 広島県広島市中区基町４－１

８ 参加資格

［Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄコート］
TEL(082)228-1111

(1) 広島県中学校体育連盟に加盟する生徒で、校長が参加を認めたもの。
(2) 年齢は、平成１６年４月２日以降に生まれたものに限る。
(3) 前項以外の生徒が参加を希望する場合は、その年度の６月３０日までに各郡市の中
学校体育連盟を通して広島県中学校体育連盟に申し出ること。
(4) 引率・監督は当該校の校長・教員・部活動指導員※とする。
（※部活動指導員とは学校教育法施行規則第 78 条の 2 に示されている者とする）
外部コ－チを１校・１チーム１名おくことができる。外部コーチは，出場校
の校長が認めた者とし，所定の「コーチ確認書（校長承認願）」を提出する。
ただし，当該校以外の校長・教職員（一貫校および同一敷地内の系列校を除
く小・中・高・高等専門学校を除く）は、外部コーチにはなれない。また，同一人
が複数校の外部コーチにはなれない。
(5) 大会参加チームの特例
① 広島県中学校体育大会（県選手権）にかかわる複数校合同チーム編成規程にもと
づき各郡市中学校体育連盟に申請して承認され、県中体連理事会・バスケットボ
ール専門委員会に報告された複数校による合同チーム。
② 参加を希望する複数校は、広島県中学校体育大会（県選手権）にかかわる複数校
合同チーム編成規程を遵守すること。
③ 複数校合同チームの引率・監督は出場校の校長・教員・部活動指導員とする。た
だし、やむをえない場合は校長・教員（部活動指導員は含まない）による代表引
率・監督を認める。

(6) 学校教育法第 134 条の各種学校(１条校以外)に在籍し、各郡市中学校体育連盟の予
選会に参加を認められた生徒であること。
(7) 本大会に出場するチーム・選手の引率者・監督・部活動指導員・外部コーチ・トレ
ーナー等は、部活動の指導中における暴力・体罰・セクハラ等により、任命権者又
は学校設置者から懲戒処分を受けていない者であることとする。校長はこの点を確
認して、大会申込書を作成する。なお外部の指導者は校長から暴力等に対する指導
処置を受けていないこととする。
９ 参加制限

(1) 各地区から推薦または予選をへて代表権を得たチームであること。
①広島地区・・・・・・・・・・・男女各４チーム
②福山、南部、呉・賀茂地区・・・男女各３チーム
③備北、芸北、竹・廿地区・・・・男女各１チーム
総数：男女各１６チーム 計３２チーム
(2) １チームの編成は、男女とも引率責任者１名、監督１名、コーチ１名
マネージャー１名、選手１５名の計１９名以内とする。

10 大

会

負 担 金

(1) 登録選手（生徒のマネージャーは含む）１人につき、９００円とする。
(2) 納入方法
ア．参加申し込みと同時に、各郡市中体連に納入すること。
イ．納入方法については、各郡市中体連の定めによる。
ウ．各郡市中体連はとりまとめて、県中体連が指定する口座に振り込むこと。
(3) 原則として大会負担金の返金は行わない。但し、大会が全く実施できなかった場合
にのみ、必要経費を除いた後に返金する。（全額にならない場合がある）

11 競技規則

今年度の全国大会（和歌山全中）適応のバスケットボール競技規則に従う。

12 競技方法

(1) 男女各１６チームによる、トーナメント優勝戦とする。
(2) 試合時間は、１日目は８分－(２分)－８分－(７分)－８分－(２分)－８分とし、
２日目は前・後半の休憩を１０分とする。延長の場合は２分の休憩後、３分間の試
合を行なう。

13 試 合 球

天然皮革検定球（男子７号球、女子６号球）

14 組 合 せ

県中体連専門委員長会にて、各地区専門委員長が代理抽選を行ない決定する。

15 表

１位～３位を表彰し、１位には優勝旗（持ち回り）・賞状・個人賞状を、

彰

２位・３位には賞状を授与する。
16 参加申込

(1) 期 限 ６月２０日（木）
プログラム作成上、出場が決定しだい速やかにＥメールか FAX にて下記に参加申
込書を送付し、その後、正式申込書を郵送すること。また、コーチがベンチ入り
する場合は、申し込み時に「コーチ確認書」を同封すること。
(2) 申込先

〒730-0831 広島市中区江波西一丁目１番１３号
広島市立江波中学校

望月 慶輔 宛

Ｅメール：mochiduki-ke65@e.city.hiroshima.jp
TEL:(082)232-1465

FAX:(082)232-3591

17 宿泊申込

(1) 期 限 ６月２０日（木）
(2) 申込先 ホテル「ニューまつお」〒732-0056 広島市東区上大須賀町 14-9
TEL:(082)262-3141

FAX:(082)261-2259

(3) 宿泊費 １泊２食 6,800 円（税別） 弁当 700 円（お茶付き・税込み）
(4) 申込方法 各校「宿泊・弁当申込書」に必要事項を記入し FAX か郵送で申し込む。
18 そ の 他

(1) 競技上の注意
① ユニフォームは濃淡２色を準備し、上下はできるだけ同じ色とする。
② ベンチは組み合わせ番号の若い方が、オフィシャル席に向かって右側とし、ユニ
フォームは淡色とする。
③ ベンチに入るのは、引率責任者１名・監督１名･コーチ１名･マネージャー１名・
選手１５名の計１９名以内とする。（但し、校長は特例として認める。）
④ 試合が遅れた場合は、前の試合終了１０分後に次の試合を始める。
(2) 男女とも上位４チームは８月７日（水）～９日（金）に広島県で行なわれる、中国
中学校バスケットボール選手権大会の出場権を得る。中国大会の出場権を得たチー
ムは、必ず出場すること。
(3) 各チームとも会場に到着次第、受付をすませ、各会場の指示に従うこと。
(4) 登録メンバーの変更は、大会１日目のチーム受付時までとする。
(5) 会期中の悪天候等への対応について
午前６時に気象庁(気象台)より開催地に警報が発表されたときは，大会(競技）の
運営を原則として見合わせる。
・警報の内容によって開催地には特に影響がないときは，開催地実行委員会が安全
を確認し，競技役員が安全確保（対策）に配慮の上，実施することができる。開
催の有無は，午前７時にホームページに掲載する。
・競技中に警報が発表されたときは，競技の実施を中断するなどの緊急安全対策を
講じる。
注１ 選手（団）だけでなく，競技役員・生徒役員等も含めて安全対策を考える。
注２ 状況を常に関係者（引率者）に情報提供を行う。
(6) 個人情報のうち、大会運営上必要な選手名･学年･所属･身長について公表します。
尚、報道機関に記録の提供を求められた際には記録の提供をします。参加校にあっ
ては、その旨を承諾のうえ参加申込みを行うこと。
(7) 中国大会出場チームは以下の手続きで、中国大会負担金を事前納入すること。
ア．登録選手１人につき、2,000 円とする。（生徒のマネージャーは含む）
イ．参加申込書は大会終了と同時に、大会負担金は県大会終了後２日以内に納入す
ること。
ウ．納入方法は別紙口座に振り込むか、広島県中体連バスケットボール専門委員長
に現金を持参すること。
エ．広島県中体連バスケットボール専門委員長は、中国大会参加チームの大会負担
金をとりまとめて、広島県中学校体育連盟の指定する口座に、期日までに振り込
むこと。

令和元年６月
県選手権に参加されるチーム関係者の皆様へ
広島県中体連バスケットボール専門委員会
専門委員長

櫻井 収一

中国大会の参加申込書の提出と大会負担金の納入について

１ 参加申込書
参加申込書は中国大会の要項に従っていただければ、結構です。
ただし、参加人数を確認したいので、マネージャーも含めて人数が分かれば、県選手権の開催され
ている日（７／２２（月）、７／２３（火））に専門委員長までご提出ください。

２ 大会負担金の納入
参加選手１人あたり２，０００円です。（生徒のマネージャーを含む）

大会終了後２日以内に、県専門委員長の櫻井まで現金を持参していただくか、下記口座に入金し
ていただくようになりました。

３

口座

（１）振り込み

振込確認後、領収書をこちらより送付いたします。

金融機関

広島銀行 高陽南支店

預金種目

普通預金

口座番号

店番号２０２ 口座番号 ３１１９３４５

口座名義

（２）現

金

広島県中体連バスケットボール専門委員会

委員長 櫻井 収一

現金での支払いに関しましては、その場で領収書を発行いたします。

