
 
 

第５回全日本社会人 O-40/O-50バスケットボール選手権大会 
愛知県予選 

 
1.主  催 一般財団法人 愛知県バスケットボール協会 
 愛知県社会人バスケットボール連盟 
 
2.主  管 愛知県社会人バスケットボール連盟 
 
3.後  援 （調整中） 
 
4.協  賛 （調整中） 
 
5.期  日 （調整中 2022 年 7 月 10 日（日） ～ 2022 年 8 月 7 日（日）） 
 
6.参加資格 ①公益財団法人日本バスケットボール協会登録されたチーム及び選手・スタッフ 

②公益財団法人日本バスケットボール協会の OA40/OA50 カテゴリーに登録されたチーム
及び選手・スタッフ。 

③ベンチで指揮をとる（スコアシートにサインする）ヘッドコーチは、JBA 公認 D 級コーチ
以上の資格を有し、必ず 1 名登録すること。また試合中は必ず帯同すること。 

④ファーストアシスタントコーチは、JBA 公認 E 級コーチ以上の資格を有し、必ず 1 名登録
すること。 

⑤選手、チームスタッフは大会４日前～大会期間中において、以下に該当しないこと。 
1)37.5℃以上の発熱がある 
2)咳(せき)、のどの痛み、などの風症状がある 
3)だるさ(倦怠感)、息苦しさ(呼吸困難)がある 
4)臭覚や味覚の異常がある 
5)体が重く感じる、疲れやすい等がある 
6)新型コロナウイルス感染症陽性と判定された者との濃厚接触がある 
7)同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる 
上記に該当した際は、主催者にて大会参加資格を取り消す場合があります。 

 
7.大会参加料 16,500 円（税込） 
 ※Team-JBA より大会参加費支払いを完了してください。 

 ※システム使用料が別途掛かります。 
※一度支払われた参加費はチーム都合での辞退の場合はお返ししません。 

 ※運営側の判断により中止なった場合は ABS 理事会で検討し、一部を返金いたします。 
 
8.抽 選 会 連盟の責任抽選になります。 
 ６月 7日（火）17:00にWEB もしくは Facebook にてお知らせします。 
 
9. 大会申込み（ゲームエントリー） 
 5 月 16 日（月）～５月 31 日（火）までに Team-JBA を通じてゲームエントリー（大会参

加費支払いを完了）してください。 
 ゲームエントリーは 16 名（外国籍登録無制限）とします。 
 
10.チームスタッフ チームスタッフはヘッドコーチ 1名、ファーストアシスタントコーチ 1名の 2名含む合計 6

名がベンチに入ることができます。ヘッドコーチ、ファーストアシスタントコーチは必ず登
録しなければなりません。 

 
11.競技方法 トーナメント方式とする。 

前年度結果により上位 4 チームには第 1～4 シードを与える。 
 
12.競技規則 2022 バスケットボール競技規則による。O-50 については 1Q／8 分で行う（延長は 3 分） 
 試合開始時間は定刻とし、前試合が延長した場合は前試合終了後 10 分後に開始する。 
 
 
 



 
 
 
13.ユニフォーム ユニフォームは「JBA ユニフォーム規定」に準じる。ユニフォームに広告を入れる際は別紙

の「ユニフォーム広告申請書」を asb_info@aichibasketball.jp まで５月 31 日（火）までに
提出し、承認を得ること。 

 2 回戦からは当該チーム間で話合いの上、事前に大会本部に伝えその承認を得た場合は、濃
淡の交換を認めます。大会期間中は同一番号のユニフォームを着用してください。 

 
14.ベ ン チ ベンチは組合せの番号が小さいチームがオフィシャル席に向かって右側とします。 
 ベンチにはゲームエントリーされた選手及びスタッフ以外の者は入ることはできません。 
 
15.ボ ー ル モルテン社製の BG5000（男子／品番 B7G5000、女子／品番 B6G5000）を使用します。 
 試合球は連盟で用意します。 
 
16.メンバー表 第 1 試合のチームは試合開始の 20 分前、その他のチームは前試合の第 2 ピリオド終了まで

に指定のメンバー表に記入し大会本部に提出し、チェックを受けてください。指定のメンバ
ー表はホームページよりダウンロードください。メンバーとして登録した選手が遅れてきて
も、ゲーム前にエントリーしてあれば出場できます。 

 
17.愛知県内オリジナルルールについて 

下記は愛知県社会人連盟オリジナルルールで、ブロック大会，全国大会，他は各大会の競技

規則に従ってください。 
●シャツの着用について 

半袖シャツや長袖シャツの着用も認めるが、白か黒かユニフォーム色でチーム内にて統一
とする。また身体のシルエットが分かるコンプレッション系ウェアのみ着用ができます。
タイツ等も色を揃えてください。 

●ソックスの着用について 
チーム内でソックスの色が違っても大丈夫です。 

 
18.エントリーの変更 6 月 1 日（水）以降のゲームエントリー後の変更・追加はできません。 
 
19.大会の準備 第一試合のチームは試合会場の準備を手伝って頂きますので、指定する時間に 
 各チーム 3 名ずつ大会本部に集まってください。 
 
20.表  彰  1 位から 3 位のチームを表彰します。必ず表彰式に参加してください。 
 
21.東海大会出場権 第 5 回全日本社会人 O-40/O-50 バスケットボール選手権大会・東海ブロック予選へ 
 男子 O-40 は上位 2 チーム、男子 O-50 は上位 1 チーム、女子上位 1 チームを推薦します。 
 
22.棄権する場合 棄権する場合は試合がある週の木曜日（PM7:00）までに連盟に必ず電話（090-1271-8909）

かメール（asb_info@aichibasketball.jp）にて連絡してください。 
 
23.お知らせ 試合結果速報・各種お知らせをホームページ・Facebook にて告知していきます。 
 是非登録、「いいね！」を押してください。 
  
24.そ の 他 ■チーム・選手は、JBA が定める「JBA バスケットボール事業・活動実施ガイドライン」を 
  遵守するものとし、虚偽等は一切あってはならない。 

■チームの新型コロナウイルス感染対策責任者は、大会当日に健康チェックシート（エント
リーしているチームスタッフおよび選手分）をチーム受付で提出し、会場への入場許可を
もらうこと。（検温結果および健康状態によっては入場をお断りする場合がある）また、
大会開始日 4 日前～大会期間中にチーム内で、陽性者・濃厚接触者・体調不良者が発生し
た場合は、速やかに本連盟へ連絡すること。その際、その者の発症日または承認日から 48 
時間を遡ってチームの活動状況（活動へ参加したメンバー情報を含める）と 2 週間分の本
人の行動記録を把握しておくこと。 

■新型コロナウイルス感染症と疑われる体調不良者が発生した際は、試合中であったとして
も出場資格を取り消す場合がある。 

■出場する試合の 4 日前以降において、新型コロナウイルス感染症と疑われる体調不良者が
発生した場合は、その者の来場と試合への出場を不可とする。加えて当該チームの感染対
策責任者は、前述の体調不良者との濃厚接触者を確認し、本連盟と協議のうえ、非接触者
と断定できる選手が 7 名以上（競技規則に則る）揃わない場合は不戦敗とする。また、体
調不良者が発生した後で、保健所等の判断を仰ぐにあたり、その後の大会運営等に大きな
支障をきたす場合は本大会を中止する場合がある。 
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■ 政府や都道府県から新型コロナウイルス感染症に関する新たな措置（緊急事態宣言や自粛

要請 等）が発令された場合や、棄権チーム数が参加チーム数の 50%以上に至った場合は、
本連盟にて大会中止を検討し、中止可否を決定後、速やかに参加チームに通知する。 

■提出書類に記載されたデータ（画像データ含む）は、主催者が大会運営のため大会プログ
ラムや大会公式サイトなどに使用するほか、大会報道を目的として報道機関に提供するこ
とがある。その他、個人情報および肖像権の取り扱いについては別途定める。 

■イン、アウトシューズを必ず用意し、区別をはっきりさせてください。 
■プレイヤーは危険と思われるものは身につけないでください。（へアピン、ネックレス、

ミサンガ、ピアス等） 
■雑巾を各チームで用意し、水などをこぼした場合は、用意した雑巾で拭いてください 
■会場内フロア以外でのボールを使った練習は禁止します。（声を出すことも認めない） 
■フロア内の観戦は出来ません。 
■会場内の施設、物品等の破損、紛失には注意してください。当連盟は一切関与致しません。 
■貴重品等は、チームで責任をもって管理してください。 
■大会中でのケガについては当連盟では一切関与致しませんので、スポーツ保険等はチーム・

個人でご加入ください。 
■会場は駐車場が少ないので来場は公共交通機関をご利用ください。 
■ゴミは各チーム責任を持って必ず持ち帰ってください。 
■当連盟の注意・警告を怠った場合や悪質な場合は没収試合及びチームの出場停止処分とし

ます。 
 

25.お問合せ 愛知県社会人バスケットボール連盟・事務局 宇田津浩史 
 E メール：asb_info@aichibasketball.jp 
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