
令和３年度 山梨県高等学校バスケットボール１,２年生大会 

【大会要項】 
 
 

 １ 主  催  一般社団法人山梨県バスケットボール協会 

 ２ 主  管  山梨県高等学校体育連盟バスケットボール専門部 

 ３ 後  援  山梨県高等学校体育連盟 

 ４ 協  賛  ㈱ミカサ・㈱モルテン 

 ５ 期  日  令和３年９月４日(土)男子 ５日(日)女子 

 ６ 会  場  富士北麓公園体育館 [Ａ･Ｂコート]    ※開場時刻は８時とする。 

 
７ 競技開始時刻 

 
 
８ 出場資格 

   各ブロックの予選リーグ戦を経て代表権を得たチームとする。また、選手の参加資格は、予選リーグ戦に準ずる。 
   ただし、19-(2)②を除く。 
 
 ９ 引  率 
   (1)出場チームの選手は必ず引率責任者によって引率される。引率責任者は、コーチ又はアシスタントコーチを兼ね、選手の 

すべての行動に対し、責任を負うものとする。 
   (2)引率責任者は、校長の認める当該校の職員とする。ただ、校長から引率を委嘱された｢部活動指導員｣（学校教育法施行規 

則第７８条の２に示された者)も可とする。ただし、｢部活動指導員」に引率を委嘱する校長は山梨県高体連会長に事前に 
届け出ること。 

   (3)コーチ又はアシスタントコーチは校長が認める指導者とし、それが外部指導者の場合はＪＢＡ公認コーチ登録を完了し、 
傷害賠償 責任保険(スポーツ安全保健等)に必ず加入することを条件とする。 

 
１０ 参加人数 
   エントリー数は、原則として２２名とし、その内訳は次のとおりとする。 
   コーチ(1)、アシスタントコーチ(1)、学校関係者(1)、マネージャー(1)、選手(１８)。 
 
１１ 競技規則 
   「2021バスケットボール競技規則」による。 
 
１２ 競技方法 
   (1)代表権を得て出場する８チームを２ブロック(Ａ･Ｂ)に分け、トーナメント戦方式優勝戦とする。 
   (2)試合時間は、各クォーター１０分・インタヴァル２分・ハーフタイムを１０分とする。 
   (3)３位決定戦を実施する。 
 
１３ 表  彰  男女とも３位までを表彰する。 
 
１４ 表 彰 式  決勝戦、３位決定戦終了後、ブロック毎に行う。 
 
１５ 組合せ抽選  令和３年５月２１日(金) ＩＨ予選組合せ抽選後より 石和スコレーセンター 

専門委員長が責任抽選を行う。 
 
１６ 競技上の注意 
   (1)ベンチは組合せ番号の小さいチームをコートからテーブルオフィシャル席に向かって右側とする。 

(2)ユニフォームは原則として、組合せ番号の小さいチームが、白色を着用する。 
(3)第１・第２クォーターに攻撃するゴールは、相手チームのベンチ側とする。 
(4)競技開始時刻は原則として定刻とする。ただし、前の試合が遅れたコートに最低でも１０分間の練習時間を確保する。大 

会２日目は第２試合目の両コートの開始時刻を合わせる。 
(5)自チームのメンバー表を、会場入りしたら速やかに大会本部と相手チームに提出する。 
(6)棄権する場合は、大会開始の３日前までに専門委員長と相手チームに必ず連絡する。ただし、新型コロナウイルス感染症 

に関わる棄権の場合は、この限りではない。 ※無断で棄権した場合は、相手チームの交通費全額を支払うこととする。 
(7)感染性については、別に定める感染症対策ガイドラインに従う。 
(8)試合の速やかな進行に心がける。 

 
１７ テーブルオフィシャル［ＴＯ］について（フロアキーパーを含む） 
     (1)ＴＯは、大会ごとにＴＯ部が定めた計画に従って行う。 
     (2)原則としては次のとおりに行う。 
     ①各コートの第１試合のＴＯは、第２試合の両チームが分担して行う。 
     ②第２試合以降は、そのコートの前の試合の両チームが分担して行う。 
 
１８ 諸注意（次のことを、各チームで徹底して下さい。） 

(1)JBAの新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインと専門部作成の申し合わせ事項を徹底する。 
(2)無観客試合のため体育館に入館できるのは、上の１０に定める参加人員、チーム部員、大会役員、審判員とする。 
(3)各会場ともに、上下履きの区別を徹底する。 

第１試合 第２試合 第３試合 第４試合 

９：００ １１：１０ １３：２０ １５：３０ 



(4)貴重品の管理は、各チームで行う。 
(5)ゴミは、各チームで責任を持って持ち帰る。 
(6)会場及び、会場校に迷惑がかからないように心がける。 
(7)会場清掃について 

①帰りの清掃を、最終ゲームの一つ前に終了した試合の勝ちチームが行う。 
②帰りの清掃に関しては、会場責任者の指導に従い事後の報告をした上で終了する。 

(8)会場への車両乗り入れに関わる規制情報を高体連バスケットボール専門部ＨＰで掲載する場合があります。大会前日までに 
必ず確認いただき協力徹底願います。 

 

１９ 各責任者 

会場名 月日 競技 記録･報道 会場・ｺﾛﾅ感染対策 

富士北麓公園 
体育館(AB) 

９月４日(土)男子 古屋卓人(興譲館) 齊藤拓巳(昭和) 宮下敏治(笛吹) ･金井厳裕(白根) 

９月５日(日)女子 白倉一穂(北杜) 武井祐樹(興譲館) 古屋勝規(甲府商)･村松優(都留) 

 
 
２０ 予選リーグ戦について 
 
   (1)期  日  予選リーグ期間を、６月下旬頃より８月２０日頃とする。ただし、試合の日時、会場などは各ブロッ 
           クの協議の下、決定する。 

 

★日程考案手順★ 

～○月〇日( )  各校で参加の有無をブロック長に連絡する。 

～○月〇日( )  リーグ戦の日程・試合会場までを決定した時点で総務部にメール等で報告する。 

～○月〇日( )  各試合日程の１０日前には審判・ＴОを決めておく。 

 各試合当日   試合結果報告は、本大会時にスコアシートを本部に提出して完了とする。 
 

ブロック長は、試合後１週間以内に「2021 1,2年次山梨リーグ戦区分け・星取表」を総務部に 
提出する（メール等）。 

 
   (2)参加資格  ２０２１年度の(公財)日本バスケットボール協会に登録が完了し、山梨県高等学校体育連盟に加盟してい 

る学校の一年生、二年生であること。ただし、同一学年での出場は一回に限る。 
ただし、部員不足のチームにおいては、上級生の出場を認める。なお、その試合の扱いについては不戦敗と 
同等とする。 

    
(3)リーグ戦方式における順位決定方法 

・勝ちチームに勝ち点３を与える。引き分けには勝ち点１を 与える。 
・総当たり戦とし、勝ち点の高いチームを上位とする。 
・勝率同チームがある場合は、当該チームの勝敗により決定する。 

           なおそれでも順位がつかない場合は、総得点と総失点の差によって決定する。 
    

(4)試合運営 ・試合会場は各ブロックで相談して決定する。原則、無観客試合とする。 
         ・ブロックリーグ戦においても本大会同様、必要書類の提出を行う。 

・参加チームには帯同審判の協力をお願いする。 
         ・帯同審判が困難な場合は、規則審判部に要相談。 
         ・テーブルオフィシャルは、原則として他チームに依頼。不可能な場合は、該当チームで話し合い決定。 
         ・スコアシートは、複写なしの１枚で記録し、本大会時に本部に提出する。 

・会場責任者は、消毒グッズを会場に配置し、感染対策を徹底させる。 
         ・会場責任者は、リーグ戦収支・結果報告書をまとめ、ブロック長に提出する。 
    

(5) 注意事項 ・リーグ戦をやむを得ない事情により棄権する場合は、相手チーム・ブロック長に事前に連絡をする。 
      ・無断で棄権した場合は、相手の交通費等、経費を負担する。 
      ・感染症の陽性者、濃厚接触者、接触者が試合前後に現れた際は、各会場責任者を中心に試合関係者で 

情報共有し、速やかに専門委員長まで一報を入れる。また、大きな怪我や試合に関するトラブル等が 
あった場合も専門委員長に連絡を入れる。 

 
 女子 男子 

ﾌﾞﾛｯｸ名 North Central South East Fuji North Central South Fujikawa East Ｆuji 
代表枠 ２ １ ２ １ ２ ２ １ １ ２ １ １ 

学校名 

北杜 甲府一 甲府東 山梨 吉田 北杜 甲府一 甲府工 青洲 日川 北稜 
韮崎 東海 山学 笛吹 北稜 韮崎 甲府西 昭和 農林 山梨 河口湖 
甲陵 城西 昭和 日川 河口湖 韮崎工 甲府東 甲府南 白根 塩山 富士学 
航空 甲府西 商業 塩山 富士学 甲陵 城西 駿台 巨摩 笛吹 興譲館 

帝京三 駿台 甲府南 上野原 都留 航空 東海 甲府商 身延 上野原 都留 
白根 英和 青洲 明誠 興譲館 帝京三 山学   明誠 吉田 
巨摩           

 
連絡責任者     専門委員長  宮下敏治     
勤務先(笛吹高校)  ℡  055－262-2135     
携帯電話           ℡  090-3510-5098    



 

 

令和３年度 

山梨県高等学校バスケットボール１,２年生大会 
 

 

 

              9月 4日(土) 
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