
令和２度 伊勢崎市佐波郡中学校体育連盟 新人大会 

  バスケットボール大会要項 

 

１ 主  催   伊勢崎市佐波郡中学校体育連盟 伊勢崎市教育委員会 玉村町教育委員会 

 

２ 後  援   伊勢崎市スポーツ協会 伊勢崎市バスケットボール協会 

 

３ 会  期   令和２年９月 27 日(日)・10 月３日（土）・10 月４日（日） 

 

４ 会  場  伊勢崎市民体育館         （Ａ・Ｂコート） 伊勢崎市堤西町 93 番地 

        伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校 （Ｃ・Ｄコート） 伊勢崎市上植木本町 1702 番地 1 

伊勢崎市立あずま中学校      （Ｅコート）   伊勢崎市東町 2707 番地 2 

 

５ 大会役員                      

  部  長  結城 啓之（境南中） 

 

  副 部 長  木村 克巳（赤堀中） 

 

  委 員 長  須田 悟史（あずま中） 

  副委員長  長竹  徹 （第三中）  萩原 敬之（殖蓮中）   

  審 判 長  樋口 哲也（第一中） 

  審判委員  千輝 敦志（殖蓮中）  関口 兼弘（玉村中）  長沼 秀明（第三中） 

清水 洋平（宮郷中）  生方 佑樹（あずま中） 近藤 浩貴（四ツ葉中等） 

  式典進行   岸  基弘（赤堀中）  勝田 祐介（第四中）  小野 良美（あずま中） 

武井 初江（殖蓮中）  木島 恵子（赤堀中）  前田 彩夏（境南中） 

  会  計  佐藤 理絵（境南中）  樋口 貞光（境南中） 

  記  録  大谷  勇 （第一中）  掛川 剛志（玉村中） 

接  待  一宮恵里那（第四中）  宮﨑 正代（第四中）  松村友利恵（境北中） 

  星 かおり（第二中）  原島 留美（第三中）    丸橋真理子（赤堀中） 

  前田 彩夏（境南中）  佐藤 理絵（境南中）  内田初希美（四ツ葉中等） 

  会  場  生方 佑樹（あずま中） 柿沼 康成（宮郷中）  中島 弘貴（四ツ葉中等） 

磯部 素久（第一中）  寒梅 良亮（第二中）  中尾 之也（赤堀中） 

西口  仁 （玉村南中） 根本  充 （境北中）  掛川 剛志（玉村中） 

佐藤 昭宏（玉村南中） 長谷川大智（玉村南中） 勅使河原章雄（玉村中） 

  Ｔ． Ｏ． 清水 洋平（宮郷中）  樋口 哲也（第一中）  鍋谷 優輝（宮郷中） 

塚田あゆみ（第二中）  園田 直也（第三中）  宮村有紀子（四ツ葉中等） 

  強化・男子 千輝 敦志（殖蓮中） 

        樋口 哲也（第一中）  生方 佑樹（あずま中）  岸   基弘（赤堀中） 

  強化・女子 須田 悟史（あずま中） 

        大谷  勇 （第一中）  関口 兼弘（玉村中）  塚田あゆみ（第二中） 

  救  護  １日目：四ツ葉学園中等教育学校           あずま中 篠原 あゆみさん 

２日目、３日目：日向 節子さん 
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６ 参加資格 （１）伊勢崎市佐波郡中学校体育連盟に加盟した学校に在籍し、当該学校長の参加許可を得た生

徒であること。 

（２）合同チームの大会参加については、「伊勢崎市佐波郡中学校体育連盟主催大会 合同チーム

参加規定」による。 

 

７ 監督・引率   参加生徒の監督・引率は、出場校の校長または教員・部活動指導員とする。 

 

８ 競技方法・競技規則・参加制限 

 （１）競技方法  トーナメント戦方式 

 

 （２）規  則  2020 バスケットボール競技規則（Official Basketball Rules 2018)による。 

          マンツーマンディフェンス基準規則による。大会３日目はコミッショナーを置き、罰則も

適用する。 

 

 （３）細  則 

  ①ゲームは、８分のクォーターを４回行う。第１クォーターと第２クォーターの間、第３クォーター第４ク

ォーターの間に、それぞれ２分間のインタヴァルをおく。ハーフタイムは 10 分間とする。なお、第４クォ

ーターを終えて同点の場合は、２分間のインタヴァルをおき３分間のオーバータイムを行う。勝敗がつく

までオーバータイムを繰り返すこととする。 

  ②エントリーは、コーチ１、Ａコーチ１、マネージャー１、選手 18 名以内の 21 名以内とする。ただし、学

校関係職員はベンチに入ってもよいこととする。メンバーは試合ごとに変更してもかまわない。その場合

には、必ず本部と相手チームにメンバー表を提出する。 

  ③事前のエントリーとメンバーの変更がない場合は、メンバー表の提出を必要としない。 

  ④男子優勝チーム、女子優勝チームが代表として県新人大会に出場する。 

  ⑤選手、大会役員以外はフロアに入れない。応援及び観戦は指定された場所で行うこと。 

  ⑥上・下足の区別をはっきりさせること。特にバスケットボールシューズで館外に出ることは禁止する。下

足は各自で管理すること。 

  ⑦フロア以外でのボールの使用は禁止する。屋外のアップでもボールの使用は禁止とする。また、通行の妨

げにならないよう活動する場所には十分に配慮すること。 

  ⑧飲食は、指定された場所で行うこと。「ゴミ」や「ペットボトル」などは各自で必ず持ち帰ること。応援の

保護者にも、各チームを通じて協力を依頼する。 

  ⑨中学生としてふさわしくない服装や行動が見られた場合は、競技に参加できない。 

 

９ 表  彰 

 （１）男女１位のチームに優勝杯をそれぞれ授与する。 

男女２位のチームに準優勝杯をそれぞれ授与する。 

 

 （２）１位から３位までのチーム及び登録選手全員に賞状を授与する。 

    男子 １位 … １チーム   ２位 … １チーム   ３位 … ２チーム 

    女子 １位 … １チーム   ２位 … １チーム   ３位 … ２チーム 
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10 そ の 他 

（１）開閉会式は行わない。表彰については、３日目の準決勝後３位のチームの表彰を行い。決勝後優勝、準

優勝のチームの表彰を行う。 

 （２）各学校からの負担金は集めない。 

 （３）スコアシート、勝ち上がり表は記録委員が準備する。 

 （４）T.O.及びモップ係等については、T.O.担当委員が事前に割り当てを決めておく。 

 （５）終了後の清掃については、最終日に参加したチームで協力して行う。 

 （６）自転車で会場に来る生徒は、指定された位置に駐輪すること。 

（７）会場準備は参加チームで行う。（開場７時） 

 （８）監督（顧問）打ち合わせを８時に行う。 

 （９）試合器具等について（２・３日目の伊勢崎市民体育館） 

   デジタイマー・連結コード … （玉村中・第四中に用意をお願いします） 

   オルタネイティブ P アロー … （第三中・第一中に用意をお願いします） 

   ショットクロック×２セット… （第二中・宮郷中に用意をお願いします） 

   コート用雑巾６枚     … （第三中に用意をお願いします） 

   ｗｂｇｔ測定器      … （第三中に用意をお願いします） 

   ※１日目は基本的に各会場校で用意し、足りない器具等は参加校で持ち寄る。 

（10）その他 

◯Ｊアラート・地震発生速報が発せられた際の対応 

   試合は中断する。レフェリータイムを取り、観客席にいる者は貴重品だけを持ち、フロアへ下りる。その

後の対応は、試合再開等の判断を含めて大会役員の指示に従うこと。 

◯熱中症等への対応 

熱中症予防のために、大会本部でｗｂｇｔ測定器・経口補水液等を用意し随時、体育館内の環境に対して

換気等を行う等、適切に対応する。各校で事前に、選手の健康状態を十分に把握して大会に参加すること。

また、大会の継続・中断については大会本部で判断する。 

なお、応援する生徒・保護者を含め健康観察・体調管理を十分に行い、熱中症の未然防止に取り組むこと。 

・試合開始前にＷＢＧＴ値が 28℃（厳重警戒）を超えた場合は以下の対応を取る。  

① クォーター間のインターバルを３分とする。また、ハーフタイムを１５分とする。  

② 第４クォーターの残り５分を過ぎたところで、ボールがデットになったら、ＴＯがホーンを鳴らし、審 

判員が給水タイム（１分間）を取る。 

 

※新型コロナ対応については、伊勢崎市佐波郡中学校新人バスケットボール大会運営ガイドラインによる。

（別紙参照） 
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伊勢崎市佐波郡中学校新人バスケットボール大会運営ガイドライン 

 

伊勢崎市佐波郡中体連バスケットボール部 

 

１．参加者が遵守すべき事項 

 ○以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること（大会当日に書面で確認） 

  ◇体調が良くない場合（例：発熱・咳・咽頭痛等の症状がある場合） 

  ◇同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

  ◇過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間が必要とされている国、地域等への 

   渡航又は当該存在者との濃厚接触がある場合 

 ○マスクを持参し、運動中以外はマスクを必ず着用すること 

 ○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 

 ○他の人との距離を確保すること（できるだけ２ｍを目安に〈最低１ｍ〉） 

 ○大きな声で会話や応援をしないこと 

 ○衣類は個人管理し、タオルやボトルなどを共用しないこと 

 

２．選手・スタッフ・大会役員・保護者等の入場者に関すること 

 ○原則、一般の観戦はなし 

 ○保護者の観戦は認める。ただし、四ツ葉学園会場については無観客とする。 

 ○体育館入館時の共通ルールを遵守する 

  ◇体育館入場時に手指消毒をすること 

  ◇平熱を超える発熱があった場合は再検温する 

  ◇運動中以外、必ずマスクを着用すること 

  ◇健康管理表（選手）、健康状態申告書（スタッフ・大会役員・保護者等）を提出すること 

  ◇チームごとの入場（受付）時間を厳守すること（試合開始１時間前） 

  ◇試合終了後は速やかに退館すること 

 

３．会場設営及び大会運営に関すること 

 ○体育館の動線を分ける（階段） 

 ○消毒スプレーの設置（出入り口・ベンチ等） 

 ○体育館フロア内は１００名以内に人数を制限する 

 ○１日１試合とする（但し、最終日は準決勝・決勝） 

 ○試合の間は３０分程度空ける 

 ○ハーフタイム及び試合間に十分な換気を行う 

 ○試合と試合の間にアルコール消毒を行う（ベンチ・TO 席） 

 ○試合終了後、選手が退場した時点で次チームの選手を入場させる 

 ○試合が終わったチームは速やかに退館する 

 

４．その他 

 ○ウオーミングアップ 

  ◇前試合のハーフタイムでのコートアップはなし 

  ◇試合間隔が空いているのでコートアップは試合前に行う 

 ○健康状態申告書 

  ◇大会終了後、２週間を目安に大会本部が保管・管理をする 

  ◇大会期間中又は終了後に体調不良があった場合は顧問を通じて郡市委員長へ連絡をする 

  【緊急連絡体制】 

    出場チーム選手（保護者） → 顧問 → 郡市委員長 → 郡市理事長 → 郡市中体連会長 


