
 

 

 

2020 年 10 月 20 日現在 

1.大会名称  第 96 回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会  

・1 次ラウンド 

・2 次ラウンド 

・3 次ラウンド 

・ファイナルラウンド 【ファイナル 4 (準決勝)・グランドファイナル (決勝)】 

 

2.主催  公益財団法人日本バスケットボール協会  

 

3.共催 (予定) ≪1 次～ファイナルラウンド≫ 共同通信社  

≪1 次～3 次ラウンド≫ 

北海道新聞社、東奥日報社、デーリー東北新聞社、秋田魁新報社、 岩手日報社、 

河北新報社、山形新聞社、福島民報社、福島民友新聞社、下野新聞社、茨城新聞社、

上毛新聞社、千葉日報社、埼玉新聞社、東京新聞、神奈川新聞社、山梨日日新聞社、

信濃毎日新聞社、新潟日報社、北日本新聞社、北國新聞社、福井新聞社、 

静岡新聞社、岐阜新聞社、中日新聞社、奈良新聞社、京都新聞、神戸新聞社、 

産経新聞社、山陽新聞社、中国新聞社、山陰中央新報社、新日本海新聞社、 

四国新聞社、愛媛新聞社、徳島新聞社、高知新聞社、西日本新聞社、佐賀新聞社、 

長崎新聞社、大分合同新聞社、熊本日日新聞社、宮崎日日新聞社、南日本新聞社、

沖縄タイムス社、琉球新報社  

 

4.主管  ≪1 次ラウンド・ファイナルラウンド≫  

公益財団法人日本バスケットボール協会 

≪2 次ラウンド・3 次ラウンド≫ 

B クラブ 

 

5.協賛 (予定) ≪1 次～ファイナルラウンド≫ 株式会社モルテン 

≪ファイナルラウンド≫ 未定 

 

6.後援 (予定) 調整中  

 

7.大会方式  トーナメント戦によるノックアウト方式  

 

8.競技規則  大会各ラウンドとも開催時における最新のバスケットボール競技規則で実施する。 

※ 現状においては 「2020 バスケットボール競技規則  (Official Basketball Rules2018)」 

を最新とし、プレーヤーが競技中に身につけるものは、原則として日本バスケットボール協会の 

「競技規則  第 4 条 4-4 その他の身につけるもの」 に準ずる。 

 

9.使用球  モルテン B7G5000 を使用する。 

 

10.出場チーム 男子総数：20 チーム 

≪1 次ラウンド≫ 12 チーム 都道府県代表 8 チーム+B3/4 クラブ 

≪2 次ラウンド≫ 8 チーム  B1/4 クラブ(昨年成績 5 位～8 位)+2 次ラウンド進出 4 チーム 

≪3 次ラウンド≫ 8 チーム  B1/4 クラブ(昨年成績 1 位～4 位)+3 次ラウンド進出 4 チーム 

≪ファイナルラウンド：ファイナル 4/グランドファイナル≫  

・F 4） 3 次ラウンドで勝利し、ファイナル 4 に進出した 4 チーム 

・G F） ファイナル 4 で勝利し、グランドファイナルに進出した 2 チーム 

 

11.大会日程  ≪1 次ラウンド≫      2020 年 11 月 28 日(土)～29 日(日) 

≪2 次ラウンド≫      2020 年 12 月 16 日(水) ※千葉会場のみ 17 日(木) に実施  

≪3 次ラウンド≫      2021 年  1 月 13 日(水) 

第 96 回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会 大会実施要項 



 

≪ファイナルラウンド/ファイナル 4≫      2021 年 3 月 12 日(金) 

≪ファイナルラウンド/グランドファイナル≫  2021 年 3 月 13 日(土) 

12.会場  ≪1 次ラウンド≫  国立競技場 代々木第一体育館  (東京都渋谷区) 

≪2 次ラウンド≫  B1 クラブホームエリア内のアリーナ  

≪3 次ラウンド≫  B1 クラブホームエリア内のアリーナ 

≪ファイナルラウンド/ファイナル 4≫  さいたまスーパーアリーナ (埼玉県さいたま市) 

≪ファイナルラウンド/グランドファイナル≫   さいたまスーパーアリーナ (埼玉県さいたま市) 

 

13.参加資格  

 

1 2020 年度において(公財)日本バスケットボール協会に加盟登録されたチームであること。 

2 2020 年度において(公財 )日本バスケットボール協会に競技者登録された選手であるこ

と。 

3 帰化選手 (満 16 歳となった後に国籍法に基づく帰化によって日本国籍を取得した選手

をいう。) および外国籍選手 (基本規程による) の大会登録人数および出場については、

チーム編成の項で定める。 

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。 

1） 37.5℃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。 
 

14.ユニフォーム 原則として、HOME チームを淡色とするが、対戦する両チームの話し合いにより決めてよい。た

だし、両チームともに淡色を着用することは不可とし、濃色については両者が同系色以外であ

ると大会実施委員会の認定を受けることを条件とする。 

・ チームは濃色・淡色各ユニフォームを用意し、濃淡同番号とする。 

・ ユニフォーム以外に身に着けるものは競技規則に準ずる。 

 

15.強化奨励金・

賞金 

チームには賞金および強化奨励金を支給する。詳細は確定次第通知する。 

 

 

16.組み合わせ ≪1 次ラウンド≫  

・ 都道府県代表を東西に分け、大会実施委員会の責任抽選にて抽選を行い、対戦を確

定する。 

・ B3 クラブは東西に分け、前シーズン (2019-20）の成績をもとに予め枠を決め、組み合

わせを決定するものとし、抽選を行わない。 

≪2 次ラウンド≫  

・ 1 次ラウンドで勝利したチームは、1 次ラウンド終了後に抽選を行わず、予め勝ち上がる

枠を決め、組み合わせを決定するものとする。 

・ 2 次ラウンドより出場の B クラブは東西に分け、前シーズン（2019-20）の成績をもとに予

め枠を決め、組み合わせを決定するものとし、抽選を行わない。 

≪3 次ラウンド・ファイナルラウンド≫  

・ 2 次ラウンドで勝利したチームは、2 次ラウンド終了後に抽選は行わず、予め勝ち上がる

枠を決め、組み合わせを決定するものとする。 

・ 3 次ラウンドより出場の B クラブは、前シーズン（2019-20）の成績をもとに予め枠を決

め、組み合わせを決定するものとし、抽選を行わない。 

 

※各ラウンドに関する詳細な実施要項については、別途定める。 


