
平成２９年度 山梨県高等学校バスケットボール１年生大会 開催要項 

 

 

１ 主  催  一般社団法人山梨県バスケットボール協会・山梨県教育委員会 

２ 主  管  山梨県高体連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  (株)ミカサ･(株)モルテン 

 

５ 期  日  平成２９年８月２６日（土)・９月２日（土）・９月３日（日） 

 

６  会  場  ８月２６日（土）（男子）緑が丘スポーツ公園体育館   （Ｉコート ※１６:００～） 

          ９月 ２日（土）（女子）富士北麓公園体育館     （Ａ・Ｂコート） 

（男子）鐘山スポーツセンター体育館 （Ｃ・Ｄコート） 

                 （男子）北杜高等学校体育館     （Ｅ・Ｆコート） 

                 （女子）大月市民総合体育館     （Ｇ・Ｈコート） 

             ３日（日）（男女）富士北麓公園体育館     （Ａ・Ｂコート） 
 

  ※ 1 8/26(土 )緑が丘スポーツ公園では天皇杯･皇后杯 1 次ラウンドが一般社団法人山梨県バスケットボール協会の主管

で行われています。男子 1 回戦 1 試合は当日の日程終了後 16： 00 より実施します。 

  ※ 2 会場の変更について：北杜市高根体育館⇒北杜高校体育館 河口湖町民体育館⇒大月市民総合体育館 

  ※ 3 各会場の開場は 8 時とします。なお、大月市民体育館のみ開場 9 時となります。 

 

７ 競技開始時間  第１試合  ９：００～          第１ピリオド  ８分 

第２試合 １０：２０～          インタヴァル   ２分 

第３試合 １１：４０～          第２ピリオド  ８分 

第４試合 １３：００～          ハーフタイム  １０分 

第５試合 １４：２０～          第３ピリオド  ８分 

第６試合 １５：４０～          インタヴァル   ２分 

第４ピリオド  ８分 
 
  ※  大月市民体育館のみ 第 1 ’試合 10： 00～  第 2 ’試合 11： 20～  第 3 ’試合 13： 40～  第 4 ’試合 15： 00～  

 

８ 参加資格 

  (1) 平成２９年度の登録をし、高体連に加盟している学校の１年生であること。 

ただし、同一学年での出場は一回に限る。 

  (2) 部員不足による合同チームの大会参加運営細目に該当し申請があった場合、合同チームに 
   よる大会参加を認める。 

※ 合同チーム参加承諾書を作成し 6月 11 日(日)までに各支部長まで提出すること。 

 

９ 競技規則  現行の「 日本バスケットボール競技規則 」による。 

 

１０ 競技方法 

(1) 参加チームを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) 試合時間は各ピリオド８分・インタヴァル２分・ハーフタイムを１０分とする。 

(3) ３位決定戦は実施しない。 

 

１１ 参加制限 

(1) 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)、引率責任者(1)、マネージャー(1)、選手(18＋α) 

 

１２ 参加申込および組み合わせ抽選 

   当該学校長の責任において所定の参加申込用紙に必要事項を記入し、各地区の支部長に 6 月 11 日

(日)までに手続きを済ませること。なお、合同チーム参加承諾書が必要なチームは 8-(2)のとおり

同様に申し込むこと。必要書類は山梨県高体連バスケットボール専門部ホームページよりダウンロ

ードしてください。（ アドレス： http://yamanashi.japanbasketball.jp/hs/） 

   各支部長は、抽選会当日に受領した大会参加申込書を持参して下さい。 
 



 
１３ 競技上の注意事項 

(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、淡色を着用する。 
(3) 前半攻撃するゴールは、相手チームのベンチ側とする。 
(4) 同一チームが１日に２試合実施する場合は、２試合目の開始時間を会場毎に調整する。 

① どちらかのコートの試合終了時間が遅れた場合は、その終了時間から１０分間の練習時間を 
とり、２試合目を開始する。 

② どちらかの試合終了時間が早い場合は、定時開始とする。 
(5) ハーフタイムの３分前の合図があるまでは、次の試合の両チームが練習してよい。 

(6) 自チームのメンバー表を、前の試合の前半終了直後にテーブルオフィシャルと相手チームに提 
出する。 

(7) 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。 
  （無断で棄権した場合は、相手チームの交通費を全額支払うこととする。） 

 

１４ テーブルオフィシャル（以下 TO） 

  (1)  TO は大会ごとに TO 部が定めた計画に従って行う。 

(2) 原則としては次の通りに行う。 

① 各試合日について、各コートの最初の試合は、その試合から２試合あとの両チームが分担し 
て行う。但し、該当するチームがない場合は、最初の試合から１試合あとの両チームが分担 
して行う。 

② 第２試合以降は、前の試合の負けチームがそのコートの次の試合の TO を行う。 
 
１５ 諸 注 意 （次のことを、各チームで徹底して下さい。） 

(1) 各会場ともに、上下履きの区別を徹底する。 

(2) 貴重品の管理は、各チームで行う。 

(3)  ゴミは、各チームで責任を持って持ち帰る。 

(4)  会場及び、会場校に迷惑がかからないように心がける。 

(5)  会場清掃について 

① 朝の清掃を、２ゲーム目の４チームで行う。（※大会初日を除く） 

② 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。 

 

１６ 各責任者 ※割当は抽選後おこなう。 

会  場 月日 競  技 記録・報道 会  場 

緑が丘会場 8月 26日(土)  山本 大輝(河口湖) 宮久保純子(日 川)  植松 光和(韮 崎)
 

北麓会場 
9月  2日(土)  小沢 俊輔(東 海) 上田 知章(甲府商)  蒲生 壮扶(航 空)

9月  3日(日)  植松 光和(韮 崎) 一瀬 大樹(甲府南)  山下 和典(北 稜)

鐘山会場 9月  2日(土)  駒井 和巳(甲 陵)  宮久保純子(日 川)  山本 大輝(河口湖)

北杜会場 9月  2日(土)  渡辺  晶(韮崎工) 佐藤  朗(笛 吹)  古屋 貴弘(北 杜)

大月会場 9月  2日(土)  池谷早也香(上野原)  山下 美希(都 留)  村松  優(都 留)

 

１７ 組み合わせ抽選会 
(1) 日時： ６月２５日（日）１４：３０～ 
(2) 会場： 富士北麓公園体育館 

 
※ 当日は、全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技山梨県大会の大会期間中にあたりま

す。抽選は各支部の支部長による責任抽選となりますので、抽選会の３０分前を目処に、会場
にご参集ください。 

 
※ 大会要項・組合せ結果については抽選会後、試合時間、並びに、責任者等の調整が必要です。

準備ができ次第ホームページ上に掲載いたしますが、支部長に問い合わせいただいても結構で

す。 
         山梨県高校体育連盟バスケットボール専門部ホームページ 

     （http://yamanashi.japanbasketball.jp/hs/） 
 

連絡責任者 専門委員長      渡辺 文章 

勤務先(吉田高校)       ℡0555-22-2540 



携帯電話               ℡090-5316-0167 


