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目 的　　　 (「定款」より抜粋)

1　 三重県におけるバスケットボール競技界の統轄 

2 　県内のバスケットボールの普及及び振興を図る 

3　 バスケットボールを通じて県民の心身の健全な発達に寄与する 

2022年度 重点目標 

「心ひとつにチーム三重」のスローガンのもと三重県全体が一丸となって進んでいく。 

* 協会組織拡充 
・各種連盟・協力団体・委員会が委員長を中心に協力体制を整え、組織を充分に機能させる。 

* 競技力向上 
・各種連盟・協力団体の力を結集し、競技力向上を目指す。 
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事業報告（県内事業）２０２１
■　中止　　　　　■　延期　　　　　　■　該当日程を中止

月 日 カテゴリー 大会名 会場

4 11 U12 審判講習会 未定

17～5/16 U15 県選抜大会地区予選 県内各地

17～5/2 U18 高校総体　各地区予選 県内高校

25 社会人連盟 定期総会 三重県総合文化センター内生涯学習棟視聴覚室

5 9 県協会 県総合選手権大会（兼一般春季大会） さんぎんアリーナ・伊賀市体育館

15,16 強化 OTCカップ 芸濃町体育館

16 県協会 県総合選手権大会（兼一般春季大会） さんぎんアリーナ・伊賀市体育館

23 社会人連盟 県ＯＡ選手権大会 久居体育館

23 社会人連盟 リーグ戦 久居体育館

28～30 U18 県高校総体 AGF鈴鹿体育館・ｽﾎﾟｰﾂの杜伊勢・ﾏﾂﾔﾏSSK・亀山西野

30 社会人連盟 県ＯＡ選手権大会 久居体育館

30 社会人連盟 リーグ戦 久居体育館

6 6/20～9/5 U12 前期リーグ 県内各地

6/5～9/20 U18 U18リーグ戦 県内高校

5 U18 県高校定通制総体 四日市高校

6 社会人連盟 リーグ戦 芸濃文化ｾﾝﾀｰ内ｱﾘｰﾅ

12,13 U15 県選抜大会 亀山西野公園体育館・芸濃文化ｾﾝﾀｰ内ｱﾘｰﾅ

13 社会人連盟 リーグ戦 芸濃文化ｾﾝﾀｰ内ｱﾘｰﾅ

20 県協会 定時社員総会 安濃体育館

20 社会人連盟 リーグ戦 安濃体育館

26,27 県協会 県総合選手権大会（兼一般春季大会） マツヤマSSKアリーナ

27 社会人連盟 リーグ戦 安濃体育館

7 4 指導者養成 リフレッシュ講習 伊勢学園高等学校

3～25 U15 県総体地区予選 県内各地

7/10～9/20 U18 U18リーグ戦 県内高校

24 社会人連盟 リーグ戦 安濃体育館

29･30 U15 県総体 マツヤマSSKアリーナ・ゆめドームうえの

25 U12 夏季選手権 県内体育館

8 22 ユース育成 U12男子・女子　県DC 県内小学校

22 ユース育成 U14男子・女子　各地区DC 県内中学校

28 ユース育成 U14男子・女子　各地区DC 県内中学校

28,29 U18 高校選手権大会県予選（1回戦～2回戦） 県内高校

9 5 社会人連盟 リーグ戦 安濃体育館

11,12・（18,19） U15 U15県リーグ Dreamオーシャン総合体育館・東員町総合体育館　他

11 ユース育成 U15男子　各地区DC 県内高校

12 3x3委員会 U18 3x3日本選手権大会県予選 四日市高校

12 社会人連盟 リーグ戦 安濃体育館

19 社会人連盟 リーグ戦 安濃体育館

23 ユース育成 U14男子・女子　県DC 県内中学校

23 ユース育成 U12男子・女子　県DC 南立誠小学校

10 2 ユース育成 U15男子　各地区DC 県内高校

3 社会人連盟 リーグ戦 未定

3 指導者養成 D級　JBA公認コーチ養成講習 飯野高校

3 3x3委員会 U18 3x3日本選手権大会県予選 四日市高校

10 社会人連盟 リーグ戦 久居体育館、亀山西野公園体育館

10 3x3委員会 OPEN 3x3日本選手権大会県予選 白山体育館

10 指導者養成 D級　JBA公認コーチ養成講習 飯野高校

11 ユース育成 U12男子・女子　県DC 南立誠小学校

13 ユース育成 U15男子　県DC（交流戦） 津市久居体育館

17 ユース育成 U14男子・女子　県DC 県内中学校

17 社会人連盟 県選手権 伊賀市体育館

10/17～12/12 U12 後期リーグ戦 県内体育館

23,24 U18 高校選手権大会県予選（1回戦～2回戦） 県内高校

24 ユース育成 U15男子　県DC（交流戦） 津市久居体育館

30,31 U18 高校選手権大会県予選（3回戦～4回戦） 県内高校

31 社会人連盟 県選手権 安濃体育館・他
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事業報告（県内事業）２０２１
■　中止　　　　　■　延期　　　　　　■　該当日程を中止

月 日 カテゴリー 大会名 会場

11 3 U18 高校選手権大会県予選（準々決勝） 四日市市総合体育館

6,7 U18 高校選手権大会県予選（準決勝・決勝） 三重交通Gスポーツの杜伊勢

7 社会人連盟 リーグ戦 ＡＧＦ鈴鹿体育館

6・7 U15 ジュニアウインターカップ三重県予選 四日市メリノール学院中学校

13・14 U15 県ジュニア大会 マツヤマSSKアリーナ・芸濃文化ｾﾝﾀｰ内ｱﾘｰﾅ

14 社会人連盟 県選手権 芸濃文化ｾﾝﾀｰ内ｱﾘｰﾅ

13 ユース育成 U15男子　県DC 県内高校

20 ユース育成 U14男子・女子　各地区DC 県内中学校

21 社会人連盟 県選手権 芸濃文化ｾﾝﾀｰ内ｱﾘｰﾅ

21 ユース育成 U12男子・女子　県DC 南立誠小学校

28 ユース育成 U15女子　県DC 四日市四郷高校

23 指導者養成 C級　JBA公認コーチ養成講習

27 ユース育成 東海ブロック育成センター（U1２） WEB

28 指導者養成 C級　JBA公認コーチ養成講習

(11月or12月) 指導者養成 リフレッシュ講習

12 5 指導者養成 C級　JBA公認コーチ養成講習

5 社会人連盟 県選手権 安濃体育館

5 U18 県高校定通制大会 みえ夢学園高校

5 ユース育成 U14男子・女子　各地区DC 県内中学校

5 ユース育成 U12男子・女子　県DC 南立誠小学校

5 ユース育成 U15男子　県DC 津工業高校

5 ユース育成 U15女子　県DC 四日市四郷高校

11 ユース育成 U15男子　県DC 津工業高校

12 社会人連盟 リーグ戦 芸濃文化ｾﾝﾀｰ内ｱﾘｰﾅ・安濃体育館

19 社会人連盟 リーグ戦 芸濃文化ｾﾝﾀｰ内ｱﾘｰﾅ・安濃体育館

25～1/16 U15 県新人大会地区予選 県内各地

25～1/16 U18 県高校新人大会　各地区予選 県内高校

26 社会人連盟 リーグ戦 白山体育館

1 9 社会人連盟 リーグ戦 久居体育館・他

16 社会人連盟 リーグ戦 久居体育館・他

22 U18 県高校新人大会（1･2回戦） 県内高校

22・23・30 U12 全国予選大会 県営サンアリーナ

23 社会人連盟 リーグ戦 久居体育館・他

29・30 U15 県新人大会 県営サンアリーナ

23,29,30 U18 県高校新人大会（準々決勝・準決勝・決勝・３決） 三重県営サンアリーナ

30 社会人連盟 リーグ戦 芸濃文化ｾﾝﾀｰ内ｱﾘｰﾅ

2 7 社会人連盟 リーグ戦 白山体育館

13 社会人連盟 リーグ戦 安濃体育館

20 ユース育成 U14男子・女子　各地区DC 県内中学校

20 ユース育成 U14男子・女子　県DC 県内中学校

20 社会人連盟 リーグ戦 安濃体育館

23 ユース育成 U14男子・女子　各地区DC 県内中学校

23 ユース育成 U14男子・女子　県DC 県内中学校

27 ユース育成 U14男子・女子　各地区DC 県内中学校

27 ユース育成 U14男子・女子　県DC 県内中学校

27 ユース育成 U15女子　県DC 四日市四郷高校

3 5 ユース育成 U14男子・女子　地区DC（交流戦） 県内中学校

5,6 ユース育成 U14男子・女子　県DC（交流戦） 静岡県

6 ユース育成 U12男子・女子　県DC 県内小学校

12～19 U12 全国予選大会 県営サンアリーナ

13 U18 県高校新人大会（1･2回戦） 県内高校

19，20 U18 県高校新人大会（準々決勝・準決勝・決勝・３決） 四日市農芸高校、四日市高校

19，20 U15 県新人大会 亀山西野公園体育館、芸濃総合文化ｾﾝﾀｰ内ｱﾘｰﾅ

26 ユース育成 U15男子　県DC 飯野高高

20 社会人連盟 臨時総会 三重県総合文化センター内生涯学習棟視聴覚室
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事業報告（ブロック大会）２０２１
■　中止　　　　　■　延期　　　　　　■　該当日程を中止

月 日 カテゴリー 大会名 会場

5 30 障がい者 東海車いすツインバスケットボール大会 愛知県　ウイングアリーナ刈谷

6 5,6 三重とこわか大会リハーサル大会　北信越・東海ブロック予選 サオリーナ

12,13 U18 東海高校総体 三重県　三重県営サンアリーナ

7 2,3 高専 東海高専体育大会 三重交通Gスポーツの杜伊勢

8 6,7 U15 東海総体 静岡県　静岡県武道館

21,22 協会 国体東海ブロック予選 静岡県

8月～9月 障がい者 東海近畿ブロック交流会ツインバスケットボール大会 大阪府

9 5 U18 東海高校定通制大会 三重県　員弁運動公園体育館

25,26 社会人連盟 東海社会人ＯＡ選手権大会ブロック予選 岐阜県郡上郡市　やまと総合センター

11 ユース育成 U12技術向上交流会 岐阜県

11,12 協会 天皇杯1次ラウンド 愛知県一宮市　いちい信金アリーナ

17～20 協会 天皇杯2次ラウンド 愛知県　蒲郡市体育センター

10 16,17 社会人連盟 東海社会人ＯＡ選手権大会ブロック予選 岐阜県　大垣市総合体育館

11 6,7 社会人連盟 地域リーグ三重大会 AGF鈴鹿体育館

20,21 協会 東海総合チャンピオンシップ 愛知県　豊橋総合

28 ユース育成 U12ステップアップゲームズ IN東海 静岡県

未定 障がい者 車いすツインバスケットボール東海ブロック定期大会 富山県

12 11,12 社会人連盟 地域リーグ三重大会 ゆめドーム上野

12 障がい者 日本選手権大会（愛知小牧）東海ブロック予選 名古屋市障害者スポーツセンター

下旬 障がい者 春日井カップ

2 5,6 社会人連盟 東海社会人選手権大会ブロック予選 三重県伊勢市　三重県営サンアリーナ

19,20 U18 東海高校新人大会 愛知県　

未定 ユース育成 U12ステップアップゲームズIN東海 岐阜県関市

26・27 U12 東海大会 岐阜県岐阜市　メモリアルセンターふれ愛ドーム

3 12 ユース育成 技術交流交流会 岐阜県

事業報告（全国大会）

月 日 カテゴリー 大会名 会場

7 25～30 U18 全国高校総体（男子） 新潟県長岡市　シティホールプラザアオーレ長岡　他

8 10～15 U18 全国高校総体（女子） 新潟県新潟市　東総合スポーツセンター　他

19～25 U18 全国高校定通制大会 東京都　駒沢オリンピック公園総合運動場内屋内球技場

18～21 U15 全国中学 群馬県　ＡＬＳＯＫぐんまアリーナ・高崎アリーナ

9 26～30 三重とこわか国体 三重県　サオリーナ他

10 9,10 社会人連盟 日本社会人男子フレンドリーシップ５０（ＭＦ－５０） 高知県高知市

16,17 社会人連盟 日本社会人フレンドリーシップ６０（Ｆ－６０） 徳島県鳴門市

18～21 協会 日本スポーツマスターズ 岡山県

22～24 三重とこわか大会 三重県　サオリーナ

23,24 社会人連盟 日本社会人女子フレンドリーシップ５０（ＷＦ－５０） 石川県金沢市

23,24 社会人連盟 日本社会人女子フレンドリーシップ４０（ＷＦ－４０） 東京都

11 27～29 社会人連盟 全日本社会人ＯＡ選手権大会 三重県伊勢市　三重県営サンアリーナ

20,21 高専 全国高専体育大会 宮城県白石市　ホワイトキューブ

12 23～29 U18 全国高校選手権大会 東京都　東京体育館　他

1 未定 U15 第2回全国U15バスケットボール選手権大会 東京都

2 11～13 社会人連盟 全日本社会人バスケットボール地域リーグチャンピオンシップ 北海道札幌市

3 5～7 社会人連盟 全日本社会人バスケットボール選手権大会 栃木県宇都宮市

未定 U12 全国ミニバスケットボール大会 東京　代々木
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第１回（４月２０日）　協会事務所

２．U12部会2021年度役員 ３．三重県総合

４．旅費規程 ５．成年女子強化試合OTC大会要項

第２回（６月３日）　協会事務所

１．決算報告 ２．予算案

３．理事会旅費 ４．とこわか国体スタッフ・候補選手

５．国体役員、広告協賛 ６．大会日程の変更

第３回（８月２４日）　津商業高等学校　会議室

１．東海協会理事会報告 ２．裁定通知

３．とこわか国体・とこわか大会 ４．少年男女強化試合

５．2022年度D-fund申請

第４回（１０月５日）　協会事務所

２．会長候補者選考委員会 ３．2022年度D-fund事業担当

４．全日本OA選手権 ５．マスターズ

６．公認コーチ研修会

第５回（１１月２９日）　協会事務所

２．国体中止による特別会計

第６回（１月１１日）　協会事務所

１．サンアリーナカップ ２．国体中止による特別会計

３．臨時社員総会 ４．役員選考委員会

５．ガバナンスコードのセルフチェッ

第７回（２月２４日）　協会事務所

１．臨時社員総会資料 ２．第24回Wリーグ

３．D-fund ４．役員選考委員会

２０２１（令和３）年度　理事会報告

１．三重とこわか国体・とこわか大会の役員　

１．役員候補者選考委員会規程・名誉役員規程　

１．役員候補者選考委員会規程・名誉役員規程　

５



１．県内競技大会成績

１位 ２位 １位 ２位

　社会人の部

　高等学校の部（Ｕ１８部会）

　中学校の部（U１５部会）
芸濃総合文化センター内アリーナ

亀山西野公園体育館

ﾒﾘﾉｰﾙ学院 橋北 ﾒﾘﾉｰﾙ学院 千代崎
（四日市市） (津市) （四日市市） (鈴鹿市)

9/19・20 第２回 四日市メリノール学院中 ﾒﾘﾉｰﾙ学院 多度 ﾒﾘﾉｰﾙ学院 御薗
11/6・7 県Ｕ１５選手権大会 朝日中学校 （四日市市） (桑名市) （四日市市） (伊勢市)
11/ マツヤマSSKアリーナ

13・14 芸濃総合文化センター内アリーナ

　ミニの部（U１２部会）

10/18～
　11/23

7/25

２０２１（令和３）年度　　　競技成績

開催日 競　技　大　会　名 会　場
参
加
数

男　　　子 参
加
数

女　　　子

　一般の部
5/9・16
6/26・27

第７５回県総合選手権大会
マツヤマＳＳＫアリーナ
他

30 ヴィアティン三重 ランポーレ三重 9 Revelize ＶＥＡＴ

10/10
第７回 3×3　OPENｶﾃｺﾞﾘｰ
 日本選手権 三重県予選大会

津市
白山体育館

4
ORANGE
ARROWS

Rise Bazoo 1
GREEN

ARROWS

5/23・30
第３回三重県社会人
Ｏ－４０選手権大会

久居体育館 7 EIGHT-ONE ＲＯＣ 1 名張クラブ

5/23・30
第３回三重県社会人
Ｏ－５０選手権大会

久居体育館 1 EMOTION５０ 0

5/23・30
第３回三重県社会人
レディース交流大会県予選

久居体育館 1 サプライズ

10/30 11/7・
14・12/5

第４回三重県社会人選手権
大会

芸濃体育館他 25 Ｏ５５ ＳＣＲＡＴＣＨ 6 Revelize ＶＥＡＴ

5/23
～2/20

202１-2022三重県社会人
リーグ交流戦

津市安濃中央総合
公園内体育館他

35 11

※各ブロックの結果は、三重県社会人バスケットボール連盟のＨＰを参照してください。

5/28
～30

県高校総合体育大会 ＡＧＦ鈴鹿体育館他 56 津工業 四日市工業 48 四日市メリノール学院 いなべ総合学園

10/23～
　　11/7

第７４回全国高校選手権
三重県予選

三重交通Ｇ
スポーツの杜伊勢

59 津工業 四日市メリノール学院 47 四日市メリノール学院 四日市商業

10/3
第8回 3ｘ3 U18日本選手
権大会三重県予選会

四日市高校 7
NOGEI Ⅰ
（四日市農芸）

ORANGE
ARROWS

11
NOGEI A
（四日市農芸）

Blueskys 2
（四日市四郷）

3/13～
3/20

県高校新人大会 四日市高校他 52 44

6/5
県高校定通制総体兼全国・
東海高校定通制大会県予選

四日市高校 5 大橋学園 四日市工業 2 大橋学園 徳風

12/5 県高校定通制大会 みえ夢学園高校 6 大橋学園 古川学園

7/10～
　9/20

県Ｕ１８リーグ 県内高校 58
１部
海星Ａ

１部
四日市Ａ

35

10 13

１部
三重

１部
四日市農芸

※各ブロックの結果は、三重県バスケットボール協会のＨＰを参照してください。

6/12･13 第５２回
県中学生選抜大会

【中止】

13 久居ジュニア 津ジュニア 14 鈴亀ジュニア

7/28・29 第７４回
県中学校総合体育大会

マツヤマSSKアリーナ
ゆめドームうえの

16 16

名張Ｆａｃｔｏｒｙ

1/29・30 第４２回
県中学生新人大会

三重県営
サンアリーナ

【延期】
　3/19,20　亀山西野公園体育館、芸濃総合文化センター内アリーナ

6/20 ～
9/5

第32回33FG杯選抜大会
2021年度前期リーグ

松阪市
三十三銀行アリーナ他 【中止】

第２３回
県ジュニア大会

12/5 第27回
県スポーツ少年団交流大会

松紀地区 交歓会に変更したため順位無し

第39回東海大会選考会
2021年度後期リーグ

三重県営
サンアリーナ他

【中止】

第13回
夏季県選手権大会

県内体育館 交歓会に変更したため順位無し
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２．全国・ブロック競技大会成績

開催日 競技大会名 開催地
参
加
数

出場チーム

1/17 岐阜県 男 ORANGE
やまと総合センター 15 ARROWS

リーグ W－L co.ayu（滋賀）

女  GREEN （3勝1敗） １８－２０ YAIZU GR UNITED（静岡）

12  ARROWS ２１－１５ play hoop（奈良）

（５位） ２２－１４ DS-pigeon（大阪）

2/26～ 東京都 女  GREEN １回戦 １５－２１ chess（愛媛）

2/27 新宿住友ビル　三角広場 16  ARROWS ２回戦 ７－２１ TOKYO DIME（東京）
（６位）

3/6～ 栃木県宇都宮市
3/8

10/16・17 岐阜県郡上市 男 EMOTION １回戦 ４９－９７ 中村クラブ（愛知）
やまと総合センター 8 ＲＯＣ １回戦 ５１－８６ 神（静岡）

EIGHT-ONE １回戦 ３８－６３ EVERCLEAR（愛知）
（Ｏ－４０男子）

男 EMOTION50 １回戦 ３１－４８ BUZZER BEATER SP（静岡）

4 （Ｏ－５０男子） ３位決定戦 ４９－５４ キガタ（岐阜）

女 名張クラブ 決勝 ３９－７６ 藤枝南PLUMADE（静岡）

3 （Ｏ－４０女子）

10/31 栃木県宇都宮市 女 サプライズ 棄権
11/1 日環アリーナ栃木 14

2022 三重県伊勢市 男 Ｏ５５
2/5・6 三重県営サンアリーナ 12 ＳＣＲＡＴＣＨ

女 Ｒｅｖｅｌｉｚｅ
10 ＶＥＡＴ

Ａｃｔｉｖｅ　Ｆｉｖｅ
10/3～ ２０２１－２０２２ 静岡県浜松市 男 RAMPOLE三重

　12/13 東海・北信越地域リーグ 浜松アリーナ他 9 ｳﾞｨｱﾃｨﾝ三重

2/11～ 第４回   全日本社会人 北海道札幌市 男
2/13 地域リーグチャンピオンシップ 北ガスアリーナ札幌

3/5～7 栃木県宇都宮市 男 Ｏ５５ １回戦 ７３－５９ 尚徳クラブ（奈良）
19 ２回戦 ２０－０ 棄権

３回戦 ７２－８１ 北斗（宮城）
女 Ｒｅｖｅｌｉｚｅ １回戦 ２０－０ 明善クラブ（香川）
20 ２回戦 ７３－５６ ＦＵＬＬ（大阪）

３回戦 ６５－８１ QUEENBEE（千葉）

11/20～ 第５６回 宮城県 女 鈴鹿高専 1回戦 ６３－５０ 大島商船（山口）
11/21 全国高等専門学校体育大会 ホワイトキューブ 8 準決勝 ７０－５４ 明石高専（兵庫）

鈴鹿高専(女子)：全国優勝 決勝 ８４－３５ 函館高専（北海道）

6/12･13 第６８回 三重県 男 津工業 ２回戦 ６５－６６ 浜松開誠館（静岡）
東海高校総体 三重県営サンアリーナ 12 四日市工業 １回戦 ９１－９８ 沼津中央（静岡）

海星 １回戦 ７４－９０ 美濃加茂（岐阜）
女 メリノール学院 ２回戦 ４２－７１ 名経大高蔵（愛知）
12 いなべ総合学園 １回戦 ６８－６１ 美濃加茂（岐阜）

２回戦 ４４－８１ 浜松開誠館（静岡）
四日市商業 １回戦 ８９－７３ 県立岐阜商業（岐阜）

２回戦 ４１－１１１ 桜花学園（愛知）
7/25～ 全国高校総体（男子） 新潟県長岡市 男 津工業 １回戦 ２０－０ 実践学園（東京）

7/30 シティホールプラザ　アオーレ長岡　他 53 ２回戦 ９５－７７ 呉武田学園呉港（広島）
３回戦 ６９－１０４ 福岡大学附属大濠（福岡）

8/10～ 全国高校総体（女子） 新潟県新潟市 女 メリノール学院 １回戦 ６４－６１ 倉敷翆松（岡山）
8/15 新潟市東総合スポーツセンター　他 51 ２回戦 ６５－７４ 福岡大学附属若葉（福岡）

12/23～29 第７４回 東京都 男 津工業 １回戦 ７４－８５ 北陸（福井）
全国高校選手権大会 東京体育館他 60

女 メリノール学院 １回戦 ４８－７０ 東京成徳大学（東京）
60

2/19･20 第３５回 愛知県
東海高校新人大会

8/16～19 第３１回 東京都 男 大橋学園 ２回戦 ７７－４０ 府立鳥羽（京都）
全国高校定時制通信制大会 駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園 42 ３回戦 ９６－３４ 県立学悠館（栃木）

　　 総合運動公園 4回戦 ６１－８４ 県立西宮香風（兵庫）
屋内球技場 女 大橋学園 ２回戦 ２０－０ 県立中央（山梨）

大橋学園（男子）：全国ベスト８ 24 ３回戦 ９８－２９ 横浜市立横浜総合（神奈川）
大橋学園（女子）：全国ベスト８ ４回戦 ４８－１０２ 天理（奈良）

9/5 東海高校定時制通信制大会 三重県
員弁運動公園体育館

２０２１（令和３）年度　　　競技成績

戦　　　　　績

　一般の部
第７回 3×3
 OPEN日本選手権
  中日本エリア大会

コロナ感染の疑いにより棄権

第７回 3×3
 OPEN日本選手権大会

第４回全日本社会人地域ﾘｰｸﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟへ出場

　社会人の部
第３回
全日本社会人選手権大会

【中止】

第４回
全日本社会人ＯＡ選手権大会
ブロック大会

第１回
日本社会人女子バスケットボー
ルフレンドリーシップ４０

第４回
全日本社会人選手権大会
東海ブロック大会

【中止】

１６戦　　８勝８敗　９チーム中５位
１６戦　１３勝３敗　９チーム中２位

　高校の部（U１８部会）

【中止】

【中止】

ｳﾞｨｱﾃｨﾝ三重 【中止】

　学連（高専）の部

第４回
全日本社会人選手権大会
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２．全国・ブロック競技大会成績

開催日 競技大会名 開催地
参
加
数

出場チーム

11/21 岐阜県 男 NOGEI リーグ １２－２１ 開志国際高校（新潟）
大垣市総合体育館 13 （７位） （1勝2敗） ２２－８ 軽井沢BlueMonsters（長野）

１９－２１ 天理（奈良）

女 NOGEI リーグ １７－ ２ 呉羽高校（富山）

13 （８位） （1勝2敗） １４－２０ 日本大学三島高等学校（静岡）

１５－１８ 京都共栄学園高校（京都）

8/6・7 静岡県武道館 男 メリノール学院 １回戦 ８７－４７ 東山(岐阜）
(静岡県) 8 (四日市) 準決勝 ７０－２８ 桜丘（愛知）

決勝 ９２－６５ 真正（岐阜）

橋北（津市） １回戦 ５６－７７ 城南静岡（愛知）

女 メリノール学院 １回戦 １４１－３３ 桜丘（岐阜）
8 (四日市) 準決勝 ６１－４３ 弥富北（愛知）

決勝 ６２－３９ 浜松開誠館（静岡）

ﾒﾘﾉｰﾙ学院(男子):東海優勝 千代崎（鈴鹿市） １回戦 ３３－４５ 浜松開誠館（静岡）
ﾒﾘﾉｰﾙ学院(女子):東海優勝

8/18～21 第５１回 高崎アリーナ 男 メリノール学院 予選リーグ ８９－３４ 前橋五（関東）
全国中学校バスケットボール大会 ＡＬＳＯＫぐんまアリーナ 24 (四日市) 〃 ７８－４５ 白石（北海道）

(群馬県) 決勝トーナメント

一回戦 ４２－５９ 布水（北信越）

女 メリノール学院 予選リーグ ６３－５４ 仙台第一（東北）
24 (四日市) 〃 ７０－４４ コザ（九州）

決勝トーナメント

一回戦 ８７－４０ 湯野川（北信越）
二回戦 ５６－４５ 昭和学院（関東）
準決勝 ７３－３９ 菊陵（九州）

ﾒﾘﾉｰﾙ学院(女子):全国優勝 決勝 ６８－６１ 折尾（九州）
ﾒﾘﾉｰﾙ学院(男子):ﾍﾞｽﾄ16

1/4～8 武蔵野の森 男 メリノール学院 一回戦 ８８－５４ KIRISHIMA BBC(宮崎)
総合スポーツプラザ 50 (四日市) 二回戦 ７３－６３ サンシャインズ(奈良)

 Jr.ウインターカップ2021-22 三回戦 ６４－７２ 奥田クラブ(富山)

女 メリノール学院 二回戦 ７６－６３ RED WINGS(宮崎)
50 (四日市) 三回戦 ８１－６９ HANABUSA FALCONS(埼玉)

準々決勝 ７１－５３ 薫英女学院(大阪)
準決勝 ７１－３６ J,sphere(愛知)

ﾒﾘﾉｰﾙ学院(女子):全国優勝 決勝 ７７－５１ 京都精華学園(京都)
ﾒﾘﾉｰﾙ学院(男子):ﾍﾞｽﾄ16

2021 第14回技術交流会 岐阜県
3月6日 ２０21年度大会 瑞浪市民体育館他

2022 第53回全国ミニ大会 東京都
3/28～ 代々木第一体育館

31 ２０21年度大会

2/25～ 第45回 岐阜県岐阜市
26 東海ミニバスケットボール大会

2月中旬 第6回U-12ステップアップ 岐阜県
ｹﾞｰﾑｽﾞ　ＩＮ　TOKAI 関市

２０２１（令和３）年度　　　競技成績

戦　　　　　績

　高校の部（U１８部会）
第８回3×3U18日本選手権
中日本エリア大会

　中学の部（U１５部会）
第４３回
東海中学校総合体育大会

第２回
全国U15選手権大会

　ミニの部（U１２部会）

【中止】

【中止】

【中止】

8



●審判委員会

月日 大会名・行事名 開催地 派遣審判員名

林、神山、米山、佐藤寛、折戸、山田悦、藤原、横井

高橋、奥川、河野、萩原、北岡

6月 西日本学生選手権大会 大阪

坂井元、川本、山本雄、林、神山、佐藤寛、折戸、横井

山田悦、中原、田中恵、中島

6月12日 東海高校総体(東海ブロックＡ級指名1次審査) 県営サンアリーナ 山本雄、林、神山

6月12日 東海高校総体(東海ブロックＡ級２次審査) 県営サンアリーナ 佐藤寛、内田、折戸、横井、藤原

坂井元、川本、山本雄、林、田中誠、佐藤寛、折戸

中島、米山、奥川、内田、横井、藤原

7月24～26日 全国高校総体(男子) 新潟県 坂井元、山本雄、林

8月9～12日 全国高校総体(女子) 新潟県 神山

8月6～7日 東海中学校総体 静岡県 川本、林、佐藤寛、折戸、山路、小坂

8月19～21日 全国中学校大会 群馬県 林

8月21～22日 東海ブロック国体予選 静岡県 坂井元、川本、山本雄、神山、林

9月18～20日 天皇杯2次R 蒲郡市 坂井元、山本雄、林

山本雄、林、佐藤寛、折戸、高橋、山路、北岡、藤原

山田悦、小坂、中越、服部

10月3日 関東学生(S級一次審査) 東京都 山本雄、林

10月～4月 B1リーグ B2リーグ 全国各地 坂井元

10月～4月 B3リーグ 全国各地 坂井元、山本雄、林

10月31日 天皇杯3次R 東京都 坂井元

11月20～21日 東海チャンピオンシップ 豊橋市 坂井元、山本雄、神山、林、佐藤寛、折戸、横井、藤原　

11月27～29日 全日本社会人O-40,50選手権 県営サンアリーナ 坂井元、川本、山本雄、神山、林 B級審判員

12月4～5日 西日本女子地域リーグ 滋賀県 神山

12月6～7日 インカレ2021 東京都 林

12月23～25日 ウィンターカップ 東京都 神山

1月4日～7日 Jr.ウィンターカップ 東京都 佐藤寛

2月5～6日 東海社会人選手権 伊勢市

2月10～12日 社会人バスケットボール地域リーグチャンピオンシップ 北海道 山本雄

東海高校新人大会 坂井元、川本、山本雄、林、神山、折戸、藤原

東海高校新人大会（Ａ級1次審査） 中島、中原、米山、奥川、横井、田中恵

2月26～27日 東海ミニバスケットボール大会 岐阜県

3月5日～7日 第４回社会人バスケットボール選手権 栃木県 藤原

3月12～13日 関東大学新人戦(S級最終審査) 東京都 山本雄

3月27日～31日 全国ミニバスケットボール大会 東京都 萩原

月日 講習会名・会議名 会場 講師・参加者名

4月 審判委員会

4月 三重県審判員総会（伝達講習会）

4月 ミニ連盟審判講習会

6月26日～27日 強化審判員講習会（県総合選手権） 名張市 県内B級強化審判員

8月21日～22日 東海ブロックA級研修会 2級IR講習会 愛知県内 川本、山本雄、神山、林

8月27日～28日 S級更新講習会　IR取得講習会 zoom 坂井元

8月27日～28日 TLG研修会 zoom 坂井元、山本雄、林

8月22日～23日 東海ブロックA級研修会 2級IR講習会 愛知県内 川本、山本雄、神山、林

10月17 日 C級取得講習会 伊賀市 林、山本雄/受講生10名

12月/2月 Ｂ級審査 芸濃町/ 川本、山本雄、林、神山、佐藤寛、田中誠/受講生15名

12月5日 三重県Ａ級ノミネート審査会 安濃町 坂井元、川本、山本雄、林/受講生8名

4月～2月 全国審判長会議(臨時含む) zoom 坂井元

2月19～20日
豊田市/安

城市

講習会・委員会

7月～2月 社会人地域リーグ 三重

10月 東海学生リーグ 愛知県内

２０２１（令和）３年度　委員会報告①

審判派遣報告

4月～5月 東海学生トーナメント　 愛知県内

6月12～13日 東海高校総体 県営サンアリーナ
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●強化委員会

とこわか国体は中止になりました

種別 成年男子 【とこわか国体】 種別 成年女子 【とこわか国体】

ＮＯ スタッフ 名　　　前 所属 ＮＯ スタッフ 名　　　前 所属

1 監督 長瀬　一弘 昭和四日市石油株式会社 1 監督 岡田　幸雄 株式会社サンケイ

2 コーチ 中西　康介 三重北農業協同組合 2 コーチ 高野　智明 桑名高校

3 3 コーチ 鈴木　則恵 四日市商業高校

4 4 マネージャー 鈴木　七夕佳 四日市南高校

5 5 トレーナー 榎下　綾乃 みどりクリニック

6 6 アドバイザー 伊與田　好彦 山梨クイーンビーズ

7 7

ＮＯ メンバー 名　　　前 所属 ＮＯ メンバー 名　　　前 所属

1 選手 阿部　祐也 四日市工業高等学校（教員） 1 選手 松永　桃子 株式会社三十三銀行

2 選手 江崎　聖弥 ヤマモリ株式会社 2 選手 近藤　久恵 株式会社シー・ティー・ワイ

3 選手 川尻　政宏 ヤマモリ株式会社 3 選手 羽田　彩乃 チヨダウーテ株式会社

4 選手 高松　勇介 三重県スポーツ協会 4 選手 堀江ゆうみ 南山大学

5 選手 溝口　秀人 三重県スポーツ協会 5 選手 辻本　晴香 株式会社三十三銀行

6 選手 坂本　ジェイ 三重県スポーツ協会 6 選手 杉原　成美 株式会社三十三銀行

7 選手 嶋田　基志 日本陸送株式会社 7 選手 中山　彩奈 三重県スポーツ協会

8 選手 粂　辰弥 株式会社ロンビック 8 選手 井谷　彩良 株式会社タナカ

9 選手 伊藤　健太 東海物産株式会社 9 選手 牧野　志保 株式会社名鉄ライフサポート

10 選手 佐脇　考哉 三重北農業協同組合 10 選手 角畑　莉子 トヨタ自動車株式会社

11 選手 河井　竜 伊藤製作所 11 選手 満仲　菜南 ヤマモリ株式会社

12 選手 杉野　晴輝 横河電機株式会社 12 選手 前田　有香 株式会社住建情報センター

13 選手 福岡　博貴 正和製菓株式会社 13 選手 安江　　舞 メイスンワーク株式会社

14 選手 冨井　玲治 株式会社フジ技研 14 選手 境　　奏穂 日本福祉大学

15 選手 中村　優良 中部大学

16 選手 田中万衣羽 筑波大学

種別 少年男子 【とこわか国体】 種別 少年女子 【とこわか国体】

ＮＯ スタッフ 名　　　前 所属 ＮＯ スタッフ 名　　　前 所属

1 監督 平野　翔平 飯野高校 1 監督 矢島　ちよ子 四日市四郷高校

2 コーチ 植田　学 桑名高校 2 コーチ 伊藤　将伸 津商業高校

3 コーチ 芝野　博考 白山高校 3 コーチ 伊藤　友美 津西高校

4 マネージャー 薮本　祐子 川越高校 4 マネージャー 清野　未来 川越中学校

5 トレーナー 稲谷　則徒 鈴鹿回生病院 5 アドバイザー 稲垣　愛 四日市メリノール学院中学校

6 6 アドバイザー 加藤　雅規 四日市メリノール学院高校

7 7 トレーナー 森山　美奈子 みどりクリニック

ＮＯ メンバー 名　　　前 所属 ＮＯ メンバー 名　　　前 所属

1 選手 柳生　大翔 津西高校 1 選手 近藤　可乃 メリノール学院高校

2 選手 塚松　奎太 メリノール学院高校 2 選手 永井　友里菜 メリノール学院高校

3 選手 安田　宗太 メリノール学院高校 3 選手 辻村　望乃 メリノール学院高校

4 選手 岩瀬　宙 メリノール学院高校 4 選手 國保　幸希 メリノール学院高校

5 選手 沖　柑多 メリノール学院高校 5 選手 小倉　楓彩 メリノール学院高校

6 選手 小川　友誠 津工業 6 選手 秋葉　妃奈詩 メリノール学院高校

7 選手 濱田　喜真 四日市工業 7 選手 志摩　香奈子 メリノール学院高校

8 選手 押田　泰輝 津工業 8 選手 福岡　千晴 メリノール学院高校

9 選手 稲葉　禅 津工業 9 選手 深津　唯生 メリノール学院中学

10 選手 庄司　拡徒 津工業 10 選手 永福　歩暖 メリノール学院中学

11 選手 服部　有迅 津工業 11 選手 井口　姫愛 メリノール学院中学

12 選手 山口　颯太 津工業 12 選手 大久保　結奈 メリノール学院中学

13 選手 水野　桃花 メリノール学院中学

２０２１（令和）３年度　委員会報告②　

　　　三重県国体スタッフ・強化候補選手
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●指導者養成委員会

リフレッシュ講習

第１回　　2021年7月4日（日）

　　　　　　講師　　伊藤大司選手（元滋賀ﾚｰｸｽﾀｰｽﾞ）　西村文男選手（千葉ジェッツ）

　　　　　　講習内容　　三重国体少年、成年男子強化事業

　　　　　　会場　　伊勢学園高等学校

　　　　　　受講者数　計６８名

第2回　　2022年2月26日（土）

　　　　　　講師　　大西　順氏　（名古屋ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾄﾞﾙﾌｨﾝｽﾞ　ﾕｰｽｽｸｰﾙ　ｺｰﾁ）

　　　　　　新型コロナウィルス感染拡大により中止

コーチ講習

JBA公認D級コーチ養成講習会

　　　　　　日時　2021年10月3日（日）・10日（日）

　　　　　　講師　平野　翔平　氏　　飯野高校教諭　コーチデベロッパー

　　　　　　　　　　伊藤　将伸　氏　　津商業高校教諭　コーチデベロッパー

　　　　　　　　　　伊藤　友美　氏　　津西高校教諭　コーチデベロッパー

　　　　　　会場 飯野高等学校

　　　　　　受講者数　8名

JBA公認C級コーチ養成講習会

　　　　　　受講希望者5名のため開催不可

リフレッシュ講習

　第１回　　　6月２５日（土）

　第２回　１２月予定

JBA公認コーチ養成講習

  D級　　　　７月２日（土）、３日（日）

  C級　　　　９月２４日（土）、１０月１日（土）、８日（土）

2022年度指導者養成委員会事業計画（案）

２０２１（令和）３年度　委員会報告③
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３月２６日 Ｕ－１５ 男子 飯野高校

新規 ３月　６日 Ｕ－１２ 男子 女子 県内小学校

中止 ３月　５日 Ｕ－１４地区DC（交流戦） 男子 女子

中止 ２月２７日 Ｕ－１５ 女子

中止 ２月２７日 Ｕ－１４地区DC（全地区） 男子 女子

中止 ２月２７日 Ｕ－１４ 男子 女子

中止 ２月２３日 Ｕ－１４地区DC（全地区） 男子 女子

中止 ２月２３日 Ｕ－１４ 男子 女子

中止 ２月２０日 Ｕ－１４地区DC（全地区） 男子 女子

中止 ２月２０日 Ｕ－１４ 男子 女子

変更 １２月　５日 Ｕ－１５ 男子 津工業高校

１２月　５日 Ｕ－１５ 女子 四日市四郷高校

〃 〃　　 Ｕ－１４南勢地区DC 男子 女子 男：御薗中　　女：松阪西中

〃 〃　　 Ｕ－１４中勢地区DC 男子 女子 男：久居中　　女：橋南中

新規 １２月　５日 Ｕ－１４北勢地区DC 男子 女子 男女：富田中

新規 １２月　５日 Ｕ－１２ 男子 女子 南立誠小学校

１１月２８日 Ｕ－１５ 女子 四日市四郷高校

１１月２１日 Ｕ－１２ 男子 女子 南立誠小学校

〃 〃　　 Ｕ－１４南勢地区DC 男子 女子 男：御薗中　　 女：松阪西中

〃 〃　　 Ｕ－１４中勢地区DC 男子 女子 男：久居東中　女：神戸中

新規 １１月２０日 Ｕ－１４北勢地区DC 男子 女子 男女：明正中

中止 １１月１３日 Ｕ－１５ 男子

変更 １０月１３日 Ｕ－１５（交流戦） 男子 津市久居体育館

中止 １０月１７日 Ｕ－１４ 男子 女子

延期 １０月１１日 Ｕ－１２ 男子 女子 南立誠小学校

中止 １０月　２日 Ｕ－１５地区DC（全地区） 男子

中止 ９月２３日 Ｕ－１４ 男子 女子

中止 ９月２３日 Ｕ－１２ 男子 女子 南立誠小学校

中止 ９月１１日 Ｕ－１５地区DC（全地区） 男子

延期 ８月２８日 Ｕ－１４地区DC（全地区） 男子 女子

延期 ８月２２日 Ｕ－１４地区DC（全地区） 男子 女子

中止 ８月２２日 Ｕ－１２ 男子 女子 南立誠小学校

（ユース育成を兼ねる）

４月～８月 Ｕ－１６（強化） 男子 女子 三重国体に向けて常時開催

2021（令和３）年度　委員会報告④-1

●ユース育成

1 育成センター活動（実技指導・指導者育成）

開催日 カテゴリー 種別 会場
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※本年度、選手の参加はなし。指導者３名のみ参加。

7 東海ブロック育成センター（Ｕ１２） （内容変更）

　１１月２７日 ＷＥＢ講習会（Zoom）

6 Ｕ１２第１２回技術向上交流会 （中止）

　　３月１２日 岐阜県

参加チーム：東海４県及び近県選抜チーム　男女各８チーム

5 Ｕ１２ステップアップ ゲームズ IN 東海 （中止）

　１１月２８日 静岡県

参加チーム：東海４県及び近県選抜チーム　男女各８チーム

4 Ｕ１２技術向上交流戦 （中止）

　　９月１１日 岐阜県

参加チーム：東海４県及び近県選抜チーム　男女各８チーム

参加チーム：静岡県・岐阜県・三重県の東海３県

3 Ｕ１２夏季三重県選手権大会（選考会）

　　７月２５日 三十三銀行アリーナ

参加チーム：県内の各地区ＤＣ選抜　男女各７チーム

2021（令和３）年度　委員会報告④-2

●ユース育成

2 Ｕ１４県DC交流戦 （中止）

　　３月　５日～　６日 静岡県
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事業計画（県内事業）２０２２ 4月～9月

■　中止　　　　　■　延期　　　　　　■　該当日程を中止 　

月 日 カテゴリー 大会名 会場

4 17～5/16 U15 県選抜大会地区予選 県内各地

23～5/1 U18 高校総体　各地区予選 県内高校

24 社会人連盟 定期総会 三重県総合文化センター内生涯学習棟視聴覚室

5 22 社会人連盟 リーグ戦 白山体育館

27～29 U18 県高校総体 AGF鈴鹿体育館・ﾏﾂﾔﾏSSKｱﾘｰﾅ他

29 社会人連盟 リーグ戦 白山体育館

6 5,6 U15(中学) 県選抜大会 員弁運動公園体育館・亀山西野公園体育館

5 U18 県高校定通総体 みえ夢学園高校

6/5～9/25 U18 U18リーグ戦 県内高校

5 社会人連盟 リーグ戦 安濃体育館

6/11～7/30 U12 前期リーグ戦 さんぎんアリーナ他　県内24会場

12 社会人連盟 リーグ戦 安濃体育館他

12 県協会 定時社員総会 安濃体育館

12,13 U15(クラブ) 県ジュニア選抜大会 明和町体育館・三十三銀行アリーナ

19 社会人連盟 リーグ戦 安濃体育館

25 指導者養成 リフレッシュ講習

26 県協会 県総合選手権大会 三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿、安濃体育館

26 社会人連盟 リーグ戦 白山体育館

7 2～24 U15 県総体地区予選 県内各地

2,3 指導者養成 D級講習会

17 社会人連盟 県ＯＡ選手権大会 芸濃体育館

24 社会人連盟 県ＯＡ選手権大会 亀山体育館

28･29 U15 県総体 サオリ－ナ

31 県協会 県総合選手権大会 亀山西野公園体育館ほか

31 U12 夏季三重県選手権大会 未定

8 27，28 県協会 県総合選手権大会 三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿

9 4 社会人連盟 リーグ戦 久居体育館

10,11,17 U18 高校選手権大会県予選（1回戦～3回戦） 県内高校

10,11・（17,18） U15 U15県リーグ 四日市メリノール学院中学校　他

11 社会人連盟 リーグ戦 久居体育館

18 社会人連盟 リーグ戦 白山体育館

19 3x3委員会 U18 3x3日本選手権大会県予選 四日市高校

24 指導者養成 C級講習会

25 社会人連盟 リーグ戦 白山体育館
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事業計画（県内事業）２０２２ 10月～3月

■　中止　　　　　■　延期　　　　　　■　該当日程を中止

月 日 カテゴリー 大会名 会場

10 1,8 指導者養成 C級講習会

2 社会人連盟 県選手権 白山体育館

9 社会人連盟 県選手権 白山体育館

15～11/27 U12 後期リーグ戦 県内22会場

16 社会人連盟 県選手権 芸濃町体育館

23 社会人連盟 県選手権 安濃体育館他

23 社会人連盟 県選手権 芸濃町体育館

30 社会人連盟 県選手権 安濃体育館

29,30 U18 高校選手権大会県予選（4回戦～5回戦） 四日市市総合体育館

11 3 U18 高校選手権大会県予選（準決勝） 三重交通Gスポーツの杜伊勢

5,6 U18 高校選手権大会県予選（男女各決勝） 安濃町体育館

5,6 U15 ジュニアウインターカップ三重県予選 四日市メリノール学院中学校

6 社会人連盟 リーグ戦 白山体育館

12,13 U15（クラブ） 県ジュニア大会 明和町体育館　他

13 社会人連盟 リーグ戦 久居体育館他

20 社会人連盟 リーグ戦 芸濃町体育館

27 社会人連盟 リーグ戦 芸濃町体育館他

12 4 U18 県高校定通制大会 みえ夢学園高校

4 社会人連盟 リーグ戦 白山体育館

10～1/15 U15 県新人大会地区予選 県内各地

11 社会人連盟 リーグ戦 白山体育館

17～1/15 U18 県高校新人大会　各地区予選 県内高校

18 社会人連盟 リーグ戦 久居体育館

25 社会人連盟 リーグ戦 久居体育館

未定 指導者養成 リフレッシュ講習

1 8 社会人連盟 リーグ戦 久居体育館

14～19 U12 全国予選大会 県営サンアリーナ他

15 社会人連盟 リーグ戦 久居体育館

21 U18 県高校新人大会（1･2回戦） 県内高校

22 社会人連盟 リーグ戦 白山体育館

22,28,29 U18 県高校新人大会（準々決勝・順位決定戦・決勝リーグ） 三重県営サンアリーナ

28・29 U15 県新人大会 県営サンアリーナ

29 社会人連盟 リーグ戦 芸濃体育館

2 5 社会人連盟 リーグ戦 久居体育館

12 社会人連盟 リーグ戦 久居体育館

19 社会人連盟 リーグ戦 白山体育館

26 社会人連盟 リーグ戦 白山体育館

3 19 社会人連盟 臨時総会 三重県総合文化センター内生涯学習棟視聴覚室
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事業計画（ブロック大会）２０２２
■　中止　　　　　■　延期　　　　　　■　該当日程を中止

月 日 カテゴリー 大会名 会場

6 18,19 U18 東海高校総体 愛知県　一宮市総合体育館

18,19 社会人連盟 地域リーグ三重大会 三重県　AGF鈴鹿

7 2,3 高専 東海高専体育大会 三重県　三重交通Gスポーツの杜伊勢

8 9,10 U15 東海総体 三重県　サオリーナ

20,21 協会 東海国体 岐阜県　ＯＫＢぎふ清流アリーナ

未定 U18 U18東海ブロックリーグ（プレ大会） 愛知県

9 4 U18 東海高校定通大会 愛知県　ウイングアリーナ刈谷（ｻﾌﾞｺｰﾄ）

17,18 社会人連盟 東海社会人ＯＡ選手権大会ブロック予選 岐阜県　ＯＫＢぎふ清流アリーナ

17,18 協会 天皇杯、皇后杯１次ラウンド 近畿

23～25 協会 天皇杯、皇后杯２次ラウンド 愛知県　スカイホール豊田

10 2～6 協会 国民体育大会 栃木県　宇都宮市

29,30 障がい者 いちご一会とちぎ大会(全国障害者スポーツ大会) (知)栃木県総合運動公園メインアリーナ

29,31 障がい者 いちご一会とちぎ大会(全国障害者スポーツ大会) (身：車いすバスケットボール)栃木県立県南体育館

11 ５,６ 社会人連盟 地域リーグ三重大会 三重県　マツヤマSSKアリーナ

26,27 協会 東海総合チャンピオンシップ 静岡県

12 3,4 社会人連盟 東海社会人選手権大会ブロック予選 岐阜県　メモリアルセンター

24,25 社会人連盟 地域リーグ三重大会 三重県　三重交通Gスポーツの杜　伊勢

2 11,12 U18 東海高校新人大会 静岡県　エコパアリーナ

18,19 U12 東海U12大会 静岡県　浜松アリーナ

25,26 U12 東海大会 静岡県

未定 ユース育成 U12ステップアップゲームズIN東海 未定

未定 社会人連盟 全日本社会人バスケットボール選手権大会 福井県　福井市

3 未定 社会人連盟 全日本社会人バスケットボール地域リーグチャンピオンシップ 群馬県　高崎市

事業計画（全国大会）

月 日 カテゴリー 大会名 会場

7 27～8/1 U18 全国高校総体 香川県　高松市総合体育館他

8 4～7 U18 全国高校定通大会 東京都　東京体育館

18～21 U15 全国中学 北海道

27,28 高専 全国高専体育大会 愛媛県総合運動公園体育館

10 2～9 協会 国民体育大会 栃木県

12 未定 U18 全国高校選手権大会 東京都

3 28～30 U12 全国ミニバスケットボール大会 東京　代々木

VEERTIEN MIE BASKETBALL（B3 LEAGUE） ※ホームゲームのみ記載

月 日 カテゴリー 大会名 会場

9 30 B.LEAGUE(B3) 安濃中央総合公園内体育館

10 7,8,9 B.LEAGUE(B3) 安濃中央総合公園内体育館

15,16 B.LEAGUE(B3) 未定

11 5,6 B.LEAGUE(B3) 未定

19,20 B.LEAGUE(B3) 未定

12 3,4 B.LEAGUE(B3) 未定

10,11 B.LEAGUE(B3) 未定

17,18 B.LEAGUE(B3) 未定

1 7,8 B.LEAGUE(B3) 未定

21,22 B.LEAGUE(B3) 未定

28,29 B.LEAGUE(B3) 未定

2 4,5 B.LEAGUE(B3) 未定

18,19 B.LEAGUE(B3) 未定

3 4,5 B.LEAGUE(B3) 未定

11,12 B.LEAGUE(B3) 未定

4 1,2 B.LEAGUE(B3) 未定
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1、趣旨　　ミニバスケットボールを通じて、児童の体力づくりと社会性の育成を図るとともに

ミニバスケットボールの普及発展を図る。

2、主催　　三十三フィナンシャルグループ　三重県バスケットボール協会

3、主管　　三重県バスケットボール協会Ｕ12部会

4、後援　 ㈱モルテン

5、期日　　2022年6月11日（土）～7月30日（土）＜M1・M2リーグ＞

6、会場　　さんぎんアリーナ他　県内24会場

7、参加資格

日本バスケットボール協会に4月30日までに登録完了した選手で構成されたチーム、および地区大会を

勝ち抜き推薦を得られたチームとする。

8、参加人数

 1チーム　監督1名、コーチ1名、Aコーチ1名、マネージャー1名、

チーム関係者1名、選手10名以上15名以内。8人または9人の選手で構成されたチームの

出場を認めるが、登録選手の変更は認められない。

9、競技方法

◇ M1リーグは、7チームのリーグ戦方式で行い、各リーグ1位2位は順位決定戦を行う。

M2リーグは、6チームのリーグ戦を行う。

◇ 優秀チームには、賞状を授与する。

◇ 組み合わせは三重県バスケットボール協会U12部会の責任抽選とする。

◇ 競技規則は、JBA U12カテゴリー競技規則に準ずる。

◇ ディフェンスは「マンツーマンディフェンスの規準規則」の則ることとする。

◇ 大会には、マンツーマンディフェンス確認のため「コミッショナー」を設ける。

10、その他

◇ 大会当日の試合開始30分前から各会場で代表者会議を開催します。

◇ 会場での使用上の注意を厳守してください。

◇ オフィシャルには必ず監督者が付き添いをお願い致します。

◇ オフィシャルは日程表記載のチームでお願いします。

◇ ゲームの指導だけでなく、会場の使い方・応援マナー等もご指導ください。

◇ 試合球はモルテン皮ボールMTB5GWWを使用します。

11、参加料　　1チーム　10,000円

12、参加者の保護

◇ 参加者は保護者の同意を得たものであり、指導者または保護者が指導監督にあたることとする。

◇ スポーツ傷害保険・交通保険等は各チームでかけておくこと。

◇ 大会参加者のけが等について責任は負えません。

13、申し込み方法

大会参加申込書に必要事項を記入し各地区総務委員にメールか郵送してください。

締め切り：原則として地区大会を勝ち抜いた時点で申し込んでください。

申し込み期限を過ぎても各地区から連絡がない場合、出場を認めない。

　　　　　　　　　　　　最終は5月30日（月）とします。

第33回 三十三銀行杯三重県ミニバスケットボール選抜大会

2022年度前期リーグ戦　要項
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1、主　旨

①ミニバスケットボール競技を通じて、児童の体力作りと社会性の育成を図るとともに、

 ミニバスケットボール競技に携わる関係者の資質の向上に努め、その普及・発展の方向を探る。

②エンデバーの趣旨に基づき、将来を担う選手を組織的、計画的に育成するため、

 三重県選抜練習生の発掘を行う。

③審判技術の向上を図る。

2、主　催　三重県バスケットボール協会Ｕ１２部会

3、期　日　2022年7月31日（日）

4、会　場　（調整中）

5、参加資格

「友情・ほほえみ・フェアプレイ」の理念を尊重し、県内の各地区より選抜された

男女それぞれ7チーム。

6、参加人数

監督1名，コーチ1名，Aコーチ1名、マネージャー1名、チーム関係者1名、

選手10～15名

7、競技方法

交流戦

8、競技規則

競技規則は、JBA U12カテゴリー競技規則に準ずる。

9、組み合わせ

三重県バスケットボール協会U12部会の責任抽選とする。

10、審判　　　　　指名審判で運営します。

11、オフィシャル　

参加チームに割当てますので、ご協力ください。

12、参加費　　　　

1チーム7,000円とする。代表者会議で収めてください。

13 審判講習会　　 

7月31日（日）午後4時～　（予定） 

14、競技開始時刻　

7月31日（日）午前9時～　（予定）

15、開閉会式

　　　 開会式は実施しません。閉会式は最終ゲーム終了後に行います。

　 また、閉会式において、三重県選抜練習生の発表を行います。

16、参加申し込み

　　　 申込先　三重県バスケットボール協会　U12部会

詳細は、後日連絡

17、その他

＊ 観客席、前列は応援席とします。荷物等置かないでください。

＊ 健康保険証を持参することが望ましい。

第14回夏季三重県選手権大会
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1、趣旨　　ミニバスケットボールを通じて、児童の体力づくりと社会性の育成を図るとともにミニバスケットボールの

普及発展を図る。

2、主催　　三重県バスケットボール協会

3、主管　　三重県バスケットボール協会Ｕ12部会

4、後援　  ㈱モルテン　

5、期日　　2022年10月15日（土）～11月27日(日) 

6、会場　　県内22会場

7、参加資格

出場チームは、8月31日までに日本バスケットボール協会に登録完了した選手で構成されたチーム

および地区大会を勝ち抜き推薦を得られたチーム。

8、参加人数

　　　　　  1チーム　監督1名、コーチ1名、Aコーチ1名、マネージャー1名、

チーム関係者1名、選手10名以上15名以内。8人または9人の選手で構成されたチームの

出場を認めるが、登録選手の変更は認められない。

9、競技方法

◇ 5チーム及び6チームのリーグ戦を行う。

◇ 組み合わせは三重県バスケットボール協会U12部会の責任抽選とする。

◇ 競技規則は、JBA U12カテゴリー競技規則に準ずる。

◇ ディフェンスは「マンツーマンディフェンスの規準規則」の則ることとする。

◇ 大会には、マンツーマンディフェンス確認のため「コミッショナー」を設ける。

10、その他　

◇ 大会当日の試合開始30分前から代表者会議を開催します。

◇ 各チームは1名以上の帯同審判を用意し､大会運営に協力してください。

◇ 会場での使用上の注意を厳守してください。

◇ オフィシャルには必ず監督者が付き添いをお願いします。

◇ ゲームの指導だけでなく、会場の使い方・応援マナー等もご指導ください。

◇ 試合球はモルテン皮ボールMTB５GWWを使用します。

11、参加料　　1チーム　10,000円

12、参加者の保護

◇ 参加者は保護者の同意を得たものであり、指導者または保護者が指導監督にあたることとする

◇ スポーツ傷害保険・交通保険等は各チームでかけておくこと。

◇ 大会参加者のけが等について責任は負えません。

13、申し込み方法

大会参加申込書に必要事項を記入の上、各地区総務委員にメールか郵送してください。

原則として地区大会を勝ち抜いた時点で申し込んでください。

　　　　　　　　　申し込み期限を過ぎても各地区から連絡がない場合、出場を認めない。

最終は10月3日（月）とします

三重県ミニバスケットボール大会　２０２２年度後期リーグ戦要項
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　　第40回　東海U12バスケットボール大会選考会三重県予選大会　要項

1、趣旨　　ミニバスケットボールを通じて、児童の体力づくりと社会性の育成を図るとともにミニバスケットボールの

普及発展を図る。

2、主催　　三重県バスケットボール協会

3、主管　　三重県バスケットボール協会U12部会

4、協賛　　（株）スコルチャ三重

5、後援　　 (株)モルテン

6、期日　　2023年1月14日(土)～29日(日)　

7、会場　　三重県営サンアリーナ　他

8、参加資格

◇ M1～M2出場チームは10月31日までに日本バスケットボール協会に登録完了した選手で構成されたチーム

◇ 8人以上の選手で構成されたチーム

9、参加人数

　　　　　　　1チーム　監督1名、コーチ1名、Aコーチ1名、マネージャー1名、

チーム関係者1名、選手10名以上15名以内。8人または9人の選手で構成されたチームの

出場を認めるが、登録選手の変更は認められない。

10、競技方法

◇ トーナメント方式とし、1～5位チームと優秀選手には賞状を授与する。

◇ 組み合わせは三重県バスケットボール協会U12部会の責任抽選とする。

◇ 競技規則は、JBA U12カテゴリー競技規則に準ずる。

◇ ディフェンスは「マンツーマンディフェンスの規準規則」の則ることとする。

◇ 大会には、マンツーマンディフェンス確認のため「コミッショナー」を設ける。

11、その他　

◇ 大会当日の試合開始30分前から各会場で代表者会議を開催します。

◇ 優勝したチーム(男・女)は、全国大会への推薦候補とする。

◇ 2位～5位のチーム（男・女）は、東海U12バスケットボール大会（開催県）への

推薦候補とする。

◇ 会場での使用上の注意を厳守してください。

◇ オフィシャルには必ず監督者が付き添いをお願いいたします。

◇ ゲームの指導だけでなく、会場の使い方・応援マナー等もご指導ください。

◇ 試合球はモルテン皮ボールMTB5GWWを使用します。

12、参加料　　1チーム　10,000円

13、参加者の保護

◇ 参加者は保護者の同意を得たものであり、指導者または保護者が指導監督にあたることとする。

◇ スポーツ傷害保険・交通保険等は各チームでかけておくこと。

◇ 大会参加者のけが等について責任は負えません。

14、申し込み方法

　　　　　　 大会参加申込書に必要事項を記入の上、各地区総務委員にメールか郵送してください。 

            申し込み期限を過ぎても各地区から連絡がない場合、出場を認めない。

　　　　　　　　　　最終は2022年12月19日（月）とします

　　サンアリーナカップ  第47回　 全国ミニバスケットボール大会三重県予選大会
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　１、主　催 （一社）三重県バスケットボ－ル協会

  ２、共　催

  ３、主　管 Ｕ－１５カテゴリー部会（中学校）

  ４、後　援 三 重 県 教 育 委 員 会（予定）　　中 日 新 聞 社（予定）

株 式 会 社 モ ル テ ン（予定）　　株 式 会 社 ミ カ サ（予定）

  
　５、期日・会場 2022年 6月 4日（土） 員弁運動公園体育館〈Ａ・Ｂ〉

2022年 6月 4日（土） 亀山西野公園体育館〈Ｃ・Ｄ〉

2022年 6月 5日（日） 員弁運動公園体育館〈Ａ・Ｂ〉

  ６、参加資格 ・

  

・

・ 各地区予選を経て、代表権を得た１０チ－ム、開催地区１チ－ム、各地区プレイオフ代表４チーム

主催者推薦地区１チームとする。

・ 地区と代表数は次の通り。

   　    桑員（１）三泗（１）鈴亀（１） 津 （１）松多（１）伊度（１）

 　      鳥志（１）伊賀（１）尾北（１）熊南（１）開催地（１）

    　   地区プレイオフ（４）主催者推薦地区（１）   合計１６チーム

　７、エントリ－ コーチ１名、アシスタントコーチ１名、マネ－ジャ－１名、選手１８名　合計２１名以内とする。

  ８、競技方法 ト－ナメント方式（シード権決定戦を行う）　組合せは、主催者の責任抽選とする。

  ９、参 加 料 ①チーム参加料　１０，０００円　　②個人参加料　５００円

１０、申し込み 下記の期日までに、別紙様式の参加申込書を下記①に郵送にて提出。

　　　　　　　　 また電子メールで名簿原稿ファイルを下記アドレス②に送付を以って申し込むこととする。

                 　① 〒510-0893   四日市市前田町18-17

  　 四日市市立南中学校　　　大橋　雅司　宛　　　TEL 059-345-0017　  FAX 059-349-0039

　② 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　reikibasket@yahoo.co.jp（鼓ヶ浦中学校：青山久徳）

　　　　　　　　 　提出期限；２０２２年　５月２３日（月）

                 
１１、ル － ル バスケットボール競技規則（Official Basketball Rules 2022）による。

「マンツーマンディフェンスの基準規則」に則る。

１２、そ の 他 ○

　

○ エントリー後に参加を辞退したチームがあった場合、対戦相手の不戦勝とする。

○ 開閉会式は、新型コロナウイルス感染拡大の状況により行うかどうかを決定する。

○ 組合せ番号の若いチームが、ベンチはオフィシャルに向かって右で、ユニフォームは白色とします。

○ ボールはモルテン製・ミカサ製の公式球を使用します。

○ 大会１日目のオフィシャルは、大会参加チームで割り振ります。（詳細は組み合わせ決定後）

○ ゲ－ム中の負傷等は、応急処置や手当は行いますが、あとの責任は負いません。

○ 参加チ－ムは、各チームでスポ－ツ安全保険に加入して下さい。

○ 参加時には個人会員証を携帯して下さい。

○

○ 会場使用上の注意と大会にかかわる情報については、別途ホームページ等で周知します。

○ 別紙コロナ対策に従い、大会運営にご協力ください。

※体育館使用について

　　・フロア以外ではボ－ルを使用しないこと。　 ・下靴はビニール袋など持参の上、各自保管すること。

　　・特にトイレの使用に気を付け、ゴミは必ず持ち帰ること。　 ・貴重品の管理は、各チームで責任をもつこと。

個人情報の取り扱いについて。取得した個人情報や写真は、競技大会の資格審査・競技大会運営上必要なプ

ログラム編成および作成・ホームページ・掲示板・報道発表・記録発表（記録）等、その他競技運営および競技

に必要な連絡等に利用します。大会に参加する各選手はこれに同意した上で参加してください。

第５３回　三重県中学生選抜バスケットボ－ル大会　　要項

2022年度において、三重県バスケットボール協会を経て、公益財団法人 日本バスケットボール協会Ｕ１５カテゴ

リー（中学校）に登録されたチームであること。

競技者は、公益財団法人　日本バスケットボール協会　Ｕ１５カテゴリーに登録されたいずれかのチームにおいて、

登録された者であること。

ゲームエントリー方式を採用する。ただし、登録選手の変更をする場合は、その試合前にＴＯと対戦相手ベンチにメン

バー表を提出すること。

トレーナーは有資格者のみに制限し、活動場所はチームで準備したピンクビブス(黒でＴと入れたもの)を着用した上で、

ベンチエリア外の所定の位置のみとする。

大会エントリー後の大会参加の判断基準については、新型コロナウイルス感染症に関する「JBAバスケットボール事

業・活動実施ガイドライン」に従うこと。

21



　１、主　催 （一社）三重県バスケットボ－ル協会

  ２、主　管 Ｕ－１５カテゴリー部会（クラブ・Ｂユース）

  ３、後　援 三重県（予定）・三重県教育委員会（予定）・中日新聞社（予定）

株 式 会 社 モ ル テ ン（予定）　　株 式 会 社 ミ カ サ（予定）
  
　４、期日・会場 2022年 6月11日（土）明和町体育館〈Ａ・Ｂ〉

2022年 6月11日（土）三十三銀行アリーナ〈Ｃ・Ｄ〉

           6月12日（日）未定

  ５、参加資格 ・

  

・

・ 中学校単位（単一中学校のメンバーによって編成されたチーム）の参加は認めない。

・ ベンチで指揮を執るコーチはＪＢＡ公認Ｅ級コーチ以上を保有していること。

・ また、各チーム１名以上の帯同審判（原則ＪＢＡ公認Ｅ級以上を保有）を準備すること。

　６、エントリ－ １チームの大会エントリーは、スタッフ４名以内、選手は無制限とし、ゲームエントリー方式を採用する。

１試合の選手エントリーは最大１８名以内とする。

  ７、競技方法 トーナメントによるノックアウト方式　　組み合わせについては大会参加チームによる抽選とする。

  ８、参 加 料 ①チーム参加料　１０，０００円　　②個人参加料　５００円

　９、申し込み ①参加報告書ファイルに必要事項を記入し、電子メールにて下記に送付する。
　　　　　　　　 mba.u15.category@gmail.com（南中学校 大橋雅司）
                 ②メンバー表ファイルに必要事項を記入し、電子メールにて下記に送付する。

reikibasket@yahoo.co.jp（鼓ヶ浦中学校 青山久徳）

※①申込期日は2022年4月18日（月）～5月2日（月）必着とする。
　　　　　　　　 　 ②5月27日（金）〆切とする。
                 大会当日　大会参加申込書を受付にて提出する。

１０、ル － ル バスケットボール競技規則（Official Basketball Rules 2022）による。

「マンツーマンディフェンスの基準規則」に則る。

１１、そ の 他 ○

　

○ エントリー後に参加を辞退したチームがあった場合、対戦相手の不戦勝とする。

○ 開閉会式は、新型コロナウイルス感染拡大の状況により行うかどうかを決定する。

○ 組合せ番号の若いチームが、ベンチはオフィシャルに向かって右で、ユニフォームは白色とします。

○ ボールはモルテン製・ミカサ製の公式球を使用します。

○ 大会１日目のオフィシャルは、大会参加チームで割り振ります。（詳細は組み合わせ決定後）

○ ゲ－ム中の負傷等は、応急処置や手当は行いますが、あとの責任は負いません。

○ 参加チ－ムは、各チームでスポ－ツ安全保険に加入して下さい。

○ 参加時には個人会員証を携帯して下さい。

○

○ 会場使用上の注意と大会にかかわる情報については、別途ホームページ等で周知します。

○ 別紙コロナ対策に従い、大会運営にご協力ください。

※体育館使用について
　　・フロア以外ではボ－ルを使用しないこと。　 ・下靴はビニール袋など持参の上、各自保管すること。

　　・特にトイレの使用に気を付け、ゴミは必ず持ち帰ること。　 ・貴重品の管理は、各チームで責任をもつこと。

個人情報の取り扱いについて。取得した個人情報や写真は、競技大会の資格審査・競技大会運営上

必要なプログラム編成および作成・ホームページ・掲示板・報道発表・記録発表（記録）等、その他競

技運営および競技に必要な連絡等に利用します。大会に参加する各選手はこれに同意した上で参加し

てください。

第１回　三重県ジュニア選抜バスケットボ－ル大会　　要項

2022年度において、三重県バスケットボール協会を経て、公益財団法人 日本バスケットボール協会Ｕ１５

カテゴリー（クラブ・Bユース）に登録されたチームであること。

競技者は、公益財団法人　日本バスケットボール協会　Ｕ１５カテゴリーに登録されたいずれかのチームにお

いて、登録された者であること。

ただし、登録選手の変更をする場合は、その試合前にＴＯと対戦相手ベンチにメンバー表を提出すること。

トレーナーは有資格者のみに制限し、活動場所はチームで準備したピンクビブス(黒でＴと入れたもの)を着用

した上で、ベンチエリア外の所定の位置のみとする。

大会エントリー後の大会参加の判断基準については、新型コロナウイルス感染症に関する「JBAバスケット

ボール事業・活動実施ガイドライン」に従うこと。
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　１  主　催    一般社団法人三重県バスケットボ－ル協会

  ２　主　管    一般社団法人三重県バスケットボール協会　U-15カテゴリー部会

　３  後　援    三重県（予定）・三重県教育委員会（予定）・中日新聞社（予定）

株 式 会 社 モ ル テ ン（予定）・株 式 会 社 ミ カ サ（予定）

　４  期日・会場  　 ２０２２年９月１０日（土）１１日（日）１７日（土）１８日（日）

　　　　　　　　予選リーグ　　四日市メリノール学院中学校体育館　他 　　

  　                             　　　　　１１月５日（土）６日（日）　

　　　　　　　　決勝トーナメント　　四日市メリノール学院中学校体育館

  ５　参加資格  （１）

　　　　　　　　          

（２） 選手は2007年4月2日から2012年4月1日までに生まれた者。

（３）

 

（４）

        

（５）

        

（６） ベンチで指揮を執るコーチは、ＪＢＡ公認Ｄ級コーチ以上を保有していること。

（７） チーム責任者は、年齢が2022年4月1日時点で20歳以上のものであること。

   　　       　  ※参加資格については昨年度に準じて記載してあるが変更がある場合はTeamJBAを通じて連絡する。
　  　
　６　エントリ－  １チームの大会エントリーは、スタッフ４名以内、選手１５名以内の計１９名以内と する。 

　７　競技方法    予選はリーグ戦方式とし、決勝トーナメントはト－ナメント方式とする。

予選及び決勝トーナメントの組み合わせは主催者の責任抽選とし、決定次第ＨＰに掲載する。

　８　参　加　料  下記の参加料を、当日受付にて支払うこと。

①チーム参加料　予選リーグ５０００円、決勝トーナメント５０００円　　②個人参加料　５００円
                                                                                    
　９　申し込み 

　　　　　　　　　　

　10　ル　－　ル　 バスケットボール競技規則（Official Basketball Rules 2018）による。

但し、１クォーター８分とする。

　　　　　　　　　  マンツーマンディフェンスの基準規則による。

ユニフォームは、2022年４月１日時点の公益財団法人日本バスケットボール協会ユニフォーム規則による。

　11　個人情報の取り扱い

　

　12　そ　の　他　　　

　　　　　　　　　　　　　　○開会式は、新型コロナウイルス感染拡大の状況により行うかどうかを決定します。

　　　　　　　　　　　　　　○閉会式は、優勝戦終了後直ちに行います。

　　　　　　　　　　　　　　○ボールはモルテン製・ミカサ製の公式球を使用します。

　　　　　　　　　　　　　　○参加チームは、各チームで必ず傷害保険に加入してください。

　　　　　　　　　　　　　　○ゲーム中の負傷等は、応急処置や手当は行いますが、後の責任は負いません。

　　　　　　　　　　　　　　○登録選手は、日本バスケットボール協会の個人会員であること。

　　　　　　　　　　　　　　○会場使用上の注意と新型コロナウイルス感染症対策については、別途ホームページ等で周知します。

チームはTeamＪＢＡを通じて参加申込及びエントリー手続きを行うものとし、指定した期日までに三重県Ｕ１

５バスケットボール選手権大会実施委員会に申し込むこと。

取得した個人情報や写真は、競技大会の資格審査・競技大会運営上必要なプログラム編成及び作成・ホーム

ページ・報道発表・記録発表（記録）等、その他協議運営及び競技に必要な連絡等に利用する。大会に参

加する各選手はこれに同意した上で参加すること。

2022年度第３回三重県Ｕ１５バスケットボール選手権大会

兼　Jr.ウインターカップ第３回全国Ｕ１５バスケットボール選手権大会　三重県予選会

2022年度において、三重県バスケットボール協会を経て、公益財団法人日本バスケットボール協会Ｕ

１５カテゴリーに登録されたチーム及び競技者であること。

選手は2022年8月31日までにＪＢＡに登録（移籍・追加登録も含む）されていること。

また、同一年度での出場は、都道府県予選会・本選ともに１回ずつとし、複数のチームで出場すること

はできない。
大会に出場するすべての選手は、全国U15バスケットボール選手権大会出場に関する誓約書を提出し

なければならない。チーム責任者は、全選手分を大会初日に大会本部まで提出すること。誓約書に同

意できない選手は出場を認めない。
2010年4月2日から2012年4月1日に生まれた者を選手として大会エントリーする場合は、１チーム当

たり２名までとする。
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１．目　　的

○意欲ある中学生の一層の技術向上を図る。

２．主　　催 (一社)三重県バスケットボール協会

３．主　　管 (一社)三重県バスケットボール協会　U-15カテゴリー部会

４．後　　援 三重県（予定）・三重県教育委員会（予定）・中日新聞社（予定）

株式会社モルテン（予定）・株式会社ミカサ（予定）・株式会社ＤＵＰＥＲ（予定）

５．期日会場 ２０２２年１１月１２日（土） 明和町体育館〈Ａ・Ｂ〉

未定〈Ｃ・Ｄ〉

　　　　　　　　　　　　  　　　　　１１月１３日（日）２０２２年１１月１３日（日） 明和町体育館〈Ａ・Ｂ〉

６．参加資格 (1)

(2)

(3)

(4)

７．エントリー

８．競技方法 トーナメント方式を基本とし出場数に応じ主催者が決定する。

９．参 加 料 ①チーム参加料　１０，０００円　　②個人参加料　５００円

10．申し込み ①参加報告書ファイルに必要事項を記入し、電子メールにて下記に送付する。

mba.u15.category@gmail.com（南中学校 大橋雅司）

②メンバー表ファイルに必要事項を記入し、電子メールにて下記に送付する。

reikibasket@yahoo.co.jp（鼓ヶ浦中学校 青山久徳）

※①申込期日は2022年8月17日（水）～8月31日（水）必着とする。

　 ②10月28日（金）〆切とする。

大会当日　大会参加申込書を受付にて提出する。

11. ルール バスケットボール競技規則（Official Basketball Rules 2018）による。

 ボールは、試合球　モルテン製、ミカサ製を使用。

 「マンツーマンディフェンスの基準規則」に則る。

12．表　彰 チームは男女各１位～３位を、個人賞は男女各１０名を表彰する。　

13．個人情報の取り扱い

14．その他 （１）組み合わせについては大会参加チームによる抽選とする。

（２）各会場使用上の注意は別途ＨＰに掲載する。各チームで周知・徹底すること。

（３）新型コロナウイルス感染症対策に関しては別途ＨＰに掲載する。各チーム周知徹底すること。

（４）開会式は行いません。決勝終了後に表彰のみ行います。

（５）審判は、各チームの帯同審判と三重県バスケットボール協会派遣審判員で行います。

（６）ＴＯについてはコロナ感染状況を鑑み、大会当日までに提案します。

（７）競技中の負傷等について、応急処置は行いますが、その後の責任は負いません。

（８）参加チームはスポーツ安全保険等に加入して大会に参加することが望ましい。

取得した個人情報や写真は、競技大会の資格審査・競技大会運営上必要なプログラム編成及び作

成・ホームページ・掲示板・報道発表・記録発表（記録）等、その他競技運営及び競技に必要な連

絡等に利用する。　大会に参加する各選手は、これに同意した上で参加すること。

中学校単位（単一中学校のメンバーによって編成されたチーム）の参加は認めない。

ベンチで指揮を執るコーチはＪＢＡ公認Ｅ級コーチ以上を保有していること。また、各チーム　１

名以上の帯同審判（原則ＪＢＡ公認Ｅ級以上を保有）を準備すること。

１チームの大会エントリーは、スタッフ４名以内、選手は無制限とし、ゲームエントリー方式を採用す

る。１試合の選手エントリーは最大１８名以内とする。

第２４回三重県ジュニアバスケットボール大会要項

○バスケットボールをより愛好する中学生に楽しむ場を提供し、各地区間の交流を深めることによりその

輪を広げる。

2022年度において、三重県バスケットボール協会を経て、公益財団法人 日本バスケットボール

協会Ｕ１５カテゴリー（クラブ）に登録されたチームであること。

競技者は、三重県バスケットボール協会を経て、公益財団法人　日本バスケットボール協会　Ｕ

１５カテゴリーに登録されたいずれかのチームにおいて、登録された者であること。
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　１  主　催    一般社団法人三重県バスケットボ－ル協会

  ２　主　管    一般社団法人三重県バスケットボール協会　U-15カテゴリー部会

　３  後　援    三 重 県 教 育 委 員 会 中 日 新 聞 社
 （予　定） 株 式 会 社 モ ル テ ン 株 式 会 社 ミ カ サ よ こ ず み 整 形 外 科

             
  ４　協　賛  株式会社スコルチャ三重

　５  期日・会場  　 ２０２３年１月２８日（土）　三重県営サンアリーナ　メインアリーナ
  　                        ２０２３年１月２９日（日）　　　　　〃

  ６　参加資格  ・

　　　　　　　　    

  　　　　　　　 ・ 各地区予選または推薦を経て代表権を得た１５チームと開催地区１チームとする。

   　　       　    地区と代表数は次の通り。

　     　                  　北勢地区（５）・中勢地区（５）・南勢地区（５）・開催地区（１）

　  　
　７　エントリ－  コーチ１名、ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ１名、マネ－ジャ－１名、選手１８名、計２１名以内とする。　　

外部指導者がベンチで指揮を執る場合は、参加申込書のコーチ欄に氏名を記入する。

　８　競技方法    ト－ナメント方式 （シード順決定戦を行う）
                       組み合わせは、三重県バスケットボール協会U15カテゴリー部会の責任抽選とする。

　９　参　加　料  下記の参加料を、当日受付にて支払うこと。
①チーム参加料　１０，０００円　　②個人参加料　５００円

                                                                                    
　1０　申し込み 下記の期日までに、別紙様式の参加申込書を下記①に郵送にて提出。
　　　　　　　　　　 また電子メールで名簿原稿ファイルを下記アドレス②に送付を以って申し込むこととする。
　　　　　　　　　　 ① 〒510-0893   四日市市前田町18-17　　TEL 059-345-0017　  FAX 059-349-0039

　　　　　　　　　　   　 四日市市立南中学校　　　大橋　雅司　宛
    　　                  ② 電子メールアドレス　reikibasket@yahoo.co.jp（青山久徳：鼓ヶ浦中学校）
　　　　　　　　 　 提出期限；令和５年　１月１５日（日）

　1１　ル　－　ル　 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の基準規則による。

　1２　個人情報の取り扱い
　

　1３　そ　の　他　　　〇

                      〇

　　　 　　 　   　 　 〇

〇

〇

〇 会場使用上の注意と新型コロナウイルス感染症対策については、別途ホームページ等で周知します。

取得した個人情報や写真は、競技大会の資格審査・競技大会運営上必要なプログラム編成及び作成・ホー

ムページ・報道発表・記録発表（記録）等、その他協議運営及び競技に必要な連絡等に利用する。大会に

参加する各選手はこれに同意した上で参加すること。

大会エントリー後の大会参加の判断基準については、新型コロナウイルス感染症に関する「JBAバスケット

ボール事業・活動実施ガイドライン第4版　(手引き) 」(２０２１年９月９日 作成)に従うこと。

エントリー後に参加を辞退したチームがあった場合、対戦相手の不戦勝とする。

１月２８日、２９日は三重県高等学校新人バスケットボール大会と、１月３０日は三重県

ミニバスケットボール大会全国予選大会と共同開催します。
テーブル・オフィシャルは県内中学校バスケットボ－ル部員で行います。

ゲ－ム中のケガ等について、応急処置等の手当は行いますが、あとの責任は負いません。

第４３回三重県中学生新人バスケットボ－ル大会

兼  第２８回サンアリーナカップ

2022年度公益財団法人日本バスケットボール協会U15カテゴリーに登録されたチ－ム及びU15カテゴリー

のチームにおいてJBA登録された競技者であること。

ゲームエントリー方式を採用する。ただし、登録選手の変更をする場合は、その試合前にＴＯと対戦相手ベンチ

にメンバー表を提出すること。

トレーナーは有資格者のみに制限し、活動場所はチームで準備したピンクビブス(黒でＴと入れたもの)を着用した

上で、ベンチエリア外の所定の位置のみとする。

ユニフォームは、2022年４月１日時点の公益財団法人日本バスケットボール協会ユニフォーム規則による。
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1 主催 一般社団法人三重県バスケットボール協会

2 主管 一般社団法人三重県バスケットボール協会Ｕ１８カテゴリー部会、三重県高体連バスケットボール専門部

3 開催期日 令和４年 　６月４日(土)　～　９月２５日(日)

4 開催会場 県内各高等学校体育館

5 参加資格 ① ＪＢＡに加盟されたチーム及び登録された競技者であること。

②

③ 選手は、三重県高等学校体育連盟に加盟している学校の生徒であること。

④ 年齢は、平成１５(2003)年４月２日以降に生まれた者とする。また、同一学年の出場は１回限りとする。

ただし、学年の区分を設けない課程に在籍する生徒の出場は３回までとする。

⑤ チームの編成において、全日制課程/定通制課程の生徒による混成は認めない。

⑥ 複数チームの参加を認める。実施要項の「9.複数チーム」の規定に準じる。

⑦

⑧

⑨ 転校後６ヶ月未満のものであってもリーグ戦への参加を認める。

⑩

⑪ 原則として、帯同審判員がいることが望ましい。

6 参加申込み 県協会HPのU18部会(リーグ戦)から参加確認書をダウンロードして、４月２８日（木）までに下記の指定場所に申し込むこと。

北地区 　加藤　 友理（四農）　：　katou.yuri@mxs.mie-c.ed.jp

中地区 　宇佐美浩司（高田）　：　usami@mie-takada-hj.ed.jp

南地区 　近藤　 雄太（尾鷲）　：　kondou.y@mxs.mie-c.ed.jp

7 参加料 ① 参加料は以下の通りとする。 【５チームブロック】・・・・４，５００円

【６チームブロック】・・・・５，０００円

【７チームブロック】・・・・５，５００円

【８チームブロック】・・・・６，０００円

② 参加料は、大会初日に徴収する。

8 表彰 各リーグの優勝チームを表彰する。

9 競技方法 ①

② １部～５部（女子：１部～３部）でリーグを構成する。ただし、男子５部及び女子３部は地域リーグとする。

③ 原則、１回戦総当たりでリーグ戦を行い順位決定をする。

④ 各リーグの結果により自動入替を行い、次年度のリーグ編成とする。

⑤ 男子5部及び女子3部の地域リーグは、毎年、グループを入れ替える。

10 リーグ編成 三重県バスケットボール協会U18部会が、リーグ編成を行う。

11 競技規則 ① 現行の公益財団法人日本バスケットボール協会競技規則を適用する。

② ユニフォームは、原則、ＪＢＡの定める最新のユニフォーム規定を適用する。

③

④ 外国人留学生の参加については、チーム編成(18名)のうち2名を上限として、コート上は1名とする。

⑤ 試合終了時、同点であっても延長は行わない。

⑥

　　　・当該チームの対戦での得失点差の大きい方

　　　・当該チームの対戦での得点数の大きい方

　　　・グループ内の全ゲームでの得失点差の大きい方

　　　・グループ内の全ゲームでの得点数の大きい方

12 その他 ① 令和5年度以降、新しくリーグに参加するチームは最下部のブロックより始める。

② リーグ戦参加者のけが等について責任は負えませんので、各チームでスポーツ傷害保険等に加入してください。

③ 三重県高体連バスケットボール専門部の定める「個人情報と肖像権に関する取り扱いについて」を適用し適切に管理する。

取得した個人情報や写真・映像など、運営上必要なプログラムやホームページなどへの情報記載権は、主催者に帰属する。

④ 本大会実施要項や運営要項に記載されていない事項については、三重県U18部会において協議の上決定する。

⑤ 各ブロックとも、運営委員を中心に参加全チームで協力して自主運営をする。

各試合のチーム編成は、コーチ１名、アシスタントコーチ２名、マネージャー１名、選手１８名以内の合計２２名以内とする。

ただし、エントリー人数についてはその限りではない。

順位決定については、勝ち点の多いチームを上位とし、同点の場合は当該対戦成績によって順位を決定する。それでも順位が決ま

らない場合は、次の順序で順位を決定する。勝ち点は、勝ち３点、引分け２点、負け１点、棄権・没収０点とする。

令和４年度 三重県Ｕ１８バスケットボールリーグ

選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校（中等教育学校後期課程を含む）に在籍する生徒であること。

ただし、休学中、留学中の生徒は除く。

ＪＢＡに加盟している合同チームの参加は、実施要項の「10.合同チーム」の規定に準じる。

外国人留学生については、U18カテゴリーにおいて高体連バスケットボール専門部で使用しているルールを適用する。

スタッフのうち１名は、ＪＢＡに登録された公認コーチがいることが望ましい。

令和４年度のリーグ編成は、過去の大会結果を参考にしてブロック・グループ分けを行う。
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　１  主　催    公益財団法人日本バスケットボール協会

　２  共　催 中日新聞社（予定）

  ３　主　管    一般社団法人三重県バスケットボール協会

　４  期日・会場  　 ２０２2年６月２６日（日） 三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿・安濃体育館

亀山西野公園体育館ほか

  　                        三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿

三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿

　５　競技規則 当年度、日本バスケットボール協会競技規則による。

外国籍選手の出場については、全日本総合選手権の要項に準ずる。

　６　競技方法 トーナメント方式、3位決定戦を行う。

　７　参加資格  2022年度、公益財団法人日本バスケットボール協会（社会人・学生・U18カテゴリー）に

登録されたチーム及び競技者であること。

尚、U18カテゴリーについては、同部会から推薦されたチームとする。

　８　チーム編成 スタッフ9名以内、選手16名以内の計25名以内とする。

各チーム初戦の前日までに出場するチームに登録された選手であること。

全日本総合選手権予選（他県の予選会を含む）への複数チームでの出場は不可とする。

ベンチで指揮するものはJBA公認コーチ（E級以上）でなければならない。

　９　組合せ 三重県バスケットボール協会の責任抽選とする。昨年度の順位に基づきシードする。

１０　申込み 専用の「参加申込書」（三重県協会HP）を使用し5/9～5/20に、下記へメールにて申し込むこと。

U18のチームは、U18部会推薦後速やかに申し込むこと。

　　三重県バスケットボール協会　競技委員長　　西田　宏　　宛

　　E-mail　n.hiroshi＠mxs.mie-c.ed.jp

１１　参加料 申込みと同時に参加料12,000円を下記へ振り込むこと。

振り込みの際は、「チーム名」で振り込むこと。（個人名は不可）

　　百五銀行　嬉野支店　（店番　517）

　　三重県バスケットボール協会　代表　服部俊範　（口座番号　217794）

１２　ユニフォーム ＪＢＡの定める最新のユニフォーム規定を適用する。

原則として組合せ番号が若いチームを淡色（ベンチはオフィシャル席に向かって右側）とする。

１３　大会規定 ①TOは、１試合目は２試合目のチームで、前半は組合せ番号の若いチームが行う。

2試合目以降は負けチームで行う。片面が開いた場合は勝ち負け両チームで行う。

最終日のTOは別途連絡する。

②6月26日、7月31日は、各クォーターの競技時間は10分とし、8分間はタイムアウトとフリースロー以外

ゲームクロックは止めない。残り2分間は正式タイムとする。8月27日,28日は正式タイムとする。

エントリー変更は、試合が始まる前に必要書類を提出し手続きを行う。

１４　その他 ①男女とも1位チームには、9月17日、18日に近畿エリアで行われる「1次ラウンド」(中日本ｴﾘｱ）

への参加資格を与える。

②男子1位チーム、及び女子1位、2位チームには、11月26日、27日に静岡県で行われる

「2022年度東海総合バスケットボールチャンピオンシップ」への参加資格を与える。

第７６回三重県総合バスケットボール選手権大会

［第98回天皇杯・第89回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会

兼　2022年度　東海総合バスケットボールチャンピオンシップ三重県予選会

　　　　　　　 ７月３１日（日）

　　　　　　　 ８月２７日（土）

　　　　　　　 ８月２８日（日）
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1 主催

2 開催期日

3 開催会場

4 競技種別

5 競技方法

6 チーム人員

7 出場選手資格

8 参加申込期間

9 参加申込方法

10 参加料

11 組合せ

12 競技規則

13 エントリー変更

14 参加上の注意

15 その他

16 問い合わせ先

E-ｍａｉｌ ： naoki_5_18@yahoo.co.jp　TEL ： 090-9917-4518

⑥本大会中に撮影された写真・映像・氏名・身長など、印刷物・ホームページへの情報記載権は、 主催者に帰属する。

①日本選手権エリア大会出場チームについては、この大会の結果をもとに、協会理事会で審議・決定し、

　 各カテゴリー毎に１チームを推薦して、該当チームに通知する。

②日本選手権エリア大会は、 ２０２2年１１月頃に開催される予定。

　 交通費などの諸経費は、各自負担となります。（ＪBAより一部補助が行われる可能性あり）

三重県バスケットボール協会　３×３委員長　西尾　直樹

エントリー期日以降の選手変更は原則認めない。

①チームの代表者は、開会式の２０分前までに受付(および参加料の納入)を済ませること。

②申込み時点で１８歳未満の者は、必ず署名捺印した｢同意書｣を、当日受付に提出して下さい。

③開会式には、全チームが参加すること。

④大会期間中に大会会場で負傷については、主催者が加入する傷害保険で対応する。

⑤競技中に発生した障害については主催者で応急処置を行うが、その後の責任は負わない。

２０２２年７月～ ８月頃（後日県協会HPにて掲載）※申込(先着)順に１２チームで締め切る。

後日県協会HPにて掲載

１チーム　４，０００円

三重県バスケットボール協会の責任抽選とします。

競技規則は「２０２１ ３ｘ３FIBA 競技規則」に準ずる。

ただし、予選開催時にリリースされている最新の競技規則を採用する。

　 また、学校のバスケットボール部で活動(在籍)している者は、顧問の同意も必要とする。

② FIBA3x3Planet及びTeamJBA(3x3登録)に競技者登録が完了していること。

③三重県内に居住および三重県内の学校に在籍している者。

④他都道府県予選大会に出場していないこと。

⑤本大会で優勝したチーム（選手）は、３ｘ３ Ｕ１８エリア大会へ（勝ち進んだ場合は本戦も）出場すること。

⑥別添の大会参加に際しての注意事項に準じて、参加ができること。

（応募チーム数により変更あり）※ただし、参加チーム数は、最大１2チームとする。

①１チーム選手４名のエントリーを行うことができる。

②ベンチにコーチを置くことは出来ない。

③男女の混成チームは認められない。

④外国籍選手の登録人数は２名までとする。

①２００４年１月１日以降に生まれた者。当該者は保護者の同意書を必要とする。

２０２２年度 U18 ３x３日本選手権大会三重県予選会

一般社団法人 三重県バスケットボール協会

２０２２年９月１９日（月・祝）

四日市高等学校

カテゴリー　男・女

予選リーグを行い、上位チームは決勝トーナメントへ進み、順位を決定する。
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1 主催

2 開催期日

3 開催会場

4 競技種別

5 競技方法

6 チーム人員

7 出場選手資格

8 参加申込期間

9 参加申込方法

10 参加料

11 組合せ

12 競技規則

13 エントリー変更

14 参加上の注意

15 その他

16 問い合わせ先

①日本選手権エリア大会出場チームについては、この大会の結果をもとに、協会理事会で審議・決定し、

　 各カテゴリー毎に１チームを推薦して、該当チームに通知する。

②日本選手権エリア大会は、 ２０２３年１月頃に開催される予定。

　 交通費などの諸経費は、各自負担となります。（ＪBAより一部補助が行われる可能性あり）

三重県バスケットボール協会　３×３委員長　西尾　直樹

E-ｍａｉｌ ： naoki_5_18@yahoo.co.jp　TEL ： 090-9917-4518

①チームの代表者は、開会式の２０分前までに受付(および参加料の納入)を済ませること。

②申込み時点で１８歳未満の者は、必ず署名捺印した｢同意書｣を、当日受付に提出して下さい。

③開会式には、全チームが参加すること。

④大会期間中に大会会場で負傷については、主催者が加入する傷害保険で対応する。

⑤競技中に発生した障害については主催者で応急処置を行うが、その後の責任は負わない。

⑥本大会中に撮影された写真・映像・氏名・身長など、印刷物・ホームページへの情報記載権は、 主催者に帰属する。

後日県協会HPにて掲載

１チーム　４，０００円

三重県バスケットボール協会の責任抽選とします。

競技規則は「２０２１ ３ｘ３FIBA 競技規則」に準ずる。

ただし、予選開催時にリリースされている最新の競技規則を採用する。

エントリー期日以降の選手変更は原則認めない。

② FIBA3x3Planet及びTeamJBA(3x3登録)に競技者登録が完了していること。

③三重県に居住 (もしくは在校・在勤) するもの（チームに１名以上。）

④他都道府県予選大会に出場していないこと。

⑤「3x3日本選手権エリア大会」及び「3x3日本選手権大会」へ出場できるチーム(選手)であること。

⑥別添の大会参加に際しての注意事項に準じて、参加ができること。

２０２２年８月～ ９月頃（後日県協会HPにて掲載）※申込(先着)順に１２チームで締め切る。

（応募チーム数により変更あり）※ただし、参加チーム数は、最大１2チームとする。

①１チーム選手４名のエントリーを行うことができる。

②ベンチにコーチを置くことは出来ない。

③男女の混成チームは認められない。

④外国籍選手の登録人数は２名までとする。

①２０２２年５月３１日までに１８歳以上である者。

２０２２年度 OPEN ３x３日本選手権大会三重県予選会

一般社団法人 三重県バスケットボール協会

２０２２年１0月頃

未定

カテゴリー　男・女

予選リーグを行い、上位チームは決勝トーナメントへ進み、順位を決定する。
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