
 

第 9 回 3x3 U18 日本選手権大会 大会実施概要 (抜粋) 

1. 大会名称 第 9回 3x3 U18日本選手権大会 

(英語表記： 9th 3x3 U18 Japan Championships) 

2. 主 催 公益財団法人日本バスケットボール協会 

3. 主 管 公益財団法人日本バスケットボール協会 

4. 協 賛 三井不動産株式会社／株式会社モルテン／ゼビオグループ 

5. 後 援 スポーツ庁 

6. 協 力 西尾レントオール 

(※その他調整中) 

7. 期 日 2022年 12月 10日 (土) ～ 11日 (日) 

8. 開催会場 大森ベルポート 

 (所在地： 〒140-0013 東京都品川区南大井 6丁目 26−2) 

9. 競技種別 男女 

10. 競技方法 東・中・西日本エリア大会勝利 16チームによる決勝トーナメントを行う。3位決定戦は行わない。 

11. 表 彰 (1) 優勝・準優勝を表彰 

(2) 最優秀選手賞として男・女各１名を表彰 

(3) 優勝賞金 / 準優勝賞金 

12. 出場チーム

資格 

(１) 男子：東日本エリア大会上位 5チーム、中日本エリア大会上位 5チーム、 

西日本エリア大会上位 6チーム 

女子：東日本エリア大会上位 5チーム、中日本エリア大会上位 5チーム、 

西日本エリア大会上位 6チーム 

(2) 大会に出場するにあたり、健康状態基準超過していない者。 

(3) 選手、チームスタッフは大会当日までに新型コロナウイルス接触確認アプリ (COCOA) を自身が

使用する携帯電話にインストールされていること。 

(4) 選手、チームスタッフは大会 4日前～大会当日～大会期間中において、以下に該当しないこと。 

①37.5℃以上の発熱または、平熱より＋１.5℃以上の発熱がある。 

②咳 (せき)、のどの痛み、などの風邪症状がある。 

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。 

⑧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 

渡航又は当該在住者との濃厚接触がある。 

※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る。 

※国内の情勢により、上記の条件を変更する場合がある。 

13. チーム人員 (1) 1チーム最大選手 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できない。 

(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。 



 

14. 出場選手 

資格 

(1) 2004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。 

(2) TeamJBAの 3x3登録が完了していること。 

(3) FIBA 3x3 Planetに競技者が完了していること。 

(4) エントリーフォームに登録されていること。(※エリア大会時に実施済) 

15. エントリー (1)大会エントリーについて 

①エントリー期日： 2022年 12月 2日 (金)  23:59まで 

➁エントリー方法： FIBA PLANET よりチームおよび出場選手のエントリーを行うこと。 

 (2)健康チェックについて 

新型コロナウイルス感染症拡大予防の一環として、指定のフォームにて健康報告を行うこと。 

・参加者は、本大会が開始される１４日前から 「健康チェックリスト」 で健康状態を記録すること。 

感染対策責任者 (担当者) はこの管理を行うこと。 

 ＜統一事項＞ 

・37.5℃以上の発熱が 2日間続いた場合は自宅待機し、即座に感染対策責任者へ報告すること。 

大会 4日前からは 1日でも 37.5℃以上の発熱があった場合は、大会の参加は認めない。 

 ・その他体調の自己申告： 

    （例）せき、頭痛、体のだるさ、のどの痛み、食欲低下、睡眠時間、味覚や嗅覚の異常 

・発熱症状がない場合でも、上記症状が続く場合は感染対策責任者へ報告を行うこと。 

・体調不良者はコロナウイルス感染対策責任者へ連絡し、感染対策責任者は JBAに報告すること。 

＜対象者＞出場選手、リザーブ選手、帯同スタッフ 

          ※リザーブ選手とは、エントリーフォームに登録されたメンバーであり、メンバー変更の 

際に対象となる者。 

※報告開始日： 2022年 11月 26日 (土) ～大会当日まで 

16. 組み合わせ 「2022 3x3バスケットボール競技規則」 補足 D-2を適用し、組合せを決める。 

＜組み合わせ発表＞ 

【発表日】 2022年 12月 6日 (火) 予定 

【発表方法】 JBAオフィシャルホームページ、プレスリリース、FIBA PLANETほか 

17. 競技規則 競技規則は 「2022 3x3バスケットボール競技規則 (3x3競技規則)」 に準ずる。 

また、着用ユニフォームに関しては、下記 「20．ユニフォーム」 を遵守すること。 

18. 使 用 球 FIBA 3x3 Official 3ｘ3 リベルトリア 5000 (モルテン社製) 

19. メンバー変更 (1) 本大会が定める選手変更期日までに 2名までのメンバー変更を認める。 

但し、下記の変更条件にあてはまるものとする。 

①変更期限： 2022年 12月 7日 (水) 23:59まで ※メンバー変更フォーム必着 

➁変更対象となるメンバーは、エントリーフォームより登録されている者に限る。 

20. ユニフォーム ユニフォームについては、以下の通りとする。 

(1) 各チームは，濃淡の 2色のシャツを用意しなければならない。(リバーシブルシャツ可) 

(2) シャツは、パンツと同様に前後同じ主となる色でデザインされたもの。 

(3) チーム・メンバー全員が同じデザインの色や形のシャツとパンツを着用しなければならない。 

(4) チーム・メンバーは，シャツの前と背中の見えやすい位置に，シャツの色とはっきりと区別でき 

る単色で、かつ、文字の幅が 2cm以上の番号 (『0・00』～『99』) を付けなければならない。 

(5) シャツ/パンツの色および、番号が不明瞭な大きさやデザインのものは認められない。 

またチーム全員が同じデザインの広告や商標等でなければならない。 



 

 

以上 

 

21. COVD-19

対策 

(1) 本大会への出場権を得たチーム・選手は、本大会が定める 「COVID-19 対策ガイドライン」 の 

各種事項について遵守するものとし、虚偽等は一切あってはならない。 

(2) 試合当日、各選手およびスタッフは、受付にて、所定のアプリより大会前 14日間の健康状態が 

提出 (記録) されているかを確認し、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、記録不足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 「参加資格」 の事項を含み、陽性者・ 

濃厚接触者・体調不良者が発生した場合は、速やかに大会事務局へ連絡すること。(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 14日間分の本人の行動記録を把握しておくこと）。 

(3) 「参加資格」の事項を含め、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。 

(4) 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、大会事

務局と協議のうえ、非接触者と断定できる選手が 3 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。 

(5) 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) が発出された場合は本大会を中止する場合がある。 

(6) その他詳細は 「3x3 U18日本選手権大会 COVID-19 対策ガイドライン」 を参照すること。 

 


