
「東 日本大震災」被災地復興支援

“Xebio ALL 」APAN 3 X 3 BASKETBALL(JBA3 X 3)2012 in HIROSHIMA" F13喘 圭][1目

1 目  的  全国から3X3チームを募り、3X3バスケットボールを競技するとともに相互の交流

を深め、今後のバスケットボールの一層の普及 発展を図る。

2 主  催  公益財団法人日本バスケットボール協会

3 主  管  財団法人広島県バスケットボール協会

4 特別協賛  ゼビオグループ

5 協  賛  株式会社モルテン

6 後  援  広島県教育委員会/広島市/広島市教育委員会/公益財団法人広島県体育協会/
公益財団法人広島市スボーツ協会  (以上、予定)

7 期  日  平成24年 7月 28日 (■) 29日 (日 )

日程 (予定)28日 (土)13時  開会式 (全チーム参加)予 選会

20日 (日 )10時  決勝 トーナメント・交流戦 `表彰式

8 会  場  広島県立総合体育館 (広島グリーンアリーナ)

〒730●011広 島市中区基町 410 電話 0822281111

9 種別 出場チーム数等

種男1 出場チーム数 選手エン トリー

男子の部 48チ ー ム 3名 以上 5名 以内

女子の部 48チ ー ム 3名以上 5名以内

10 競技方法

0)競技規則は、2011～ FIBA33競技規則に準ずる。

(2)対戦形式と順位決定等は、次のとおりとする。

① 4チームによるリーグ戦を行い、各リーグ上位 2チームによる決勝 トーナメント戦を行う。

② 各リーグの3位、4位のチームによる交流戦を行う

(3)リ ーグ戦の順位決定は、次のとおりとする。

① 勝点方式とし、勝点の大のチームが上位とする

勝チームは2点、敗チームは 1点、棄権は0点とする

② l券点が同じ場合は、次のとおりとする

2チームの勝ち点が同点の場合は、当該チーム間の勝チームが上位

3チームの勝ち点が同点の場合は、当該チーム間における勝点の大のチームが上位

上記でも勝ち点が同点の場合は、3チーム間のゴールアベレージの大のチームが上位

(4)試合は 1ビ リオ ド5分とし、2ビ リオ ド制で行う。 (ピ リオ ド間 1分 )

ゲームクロックは、次の場合に止める。

※ 各チームにコーチ 1名 をおくことができる。但し、アシスタントコーチは認められない。

※ コーチは選手を兼ねることができるが、その場合5名 以内にエントリーすること。

(例 )「選手 5名 +コ ーチ兼選手」は認められない。「選手 4名 +コ ーテ兼選手」は認められる。
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① フリースローのとき

② 審判が必要と認めたとき

(5)勝チームの決定は、次のとおりとする。

① 試合時FE3終 了時の高得点チーム

② 試合時間内に21点 を先取したチーム (ど ちらかのチームが21点先取した時点で試合終了)

③ 同点の場合は、 1分のインターバル後、 1分間の延長戦を行い試合時間終了時の高得点チーム

④ 再度同点の場合は弓|き続き再延長を行い、先に2点 を得点したチーム

(6)参加チームは、濃淡 2色のユニフォームを準備すること。 (番号は0～ 99)

11 出場チームの選出方法

0)出場チームの選出は、各都道府県協会の推薦とする。

(2)各都道府県協会において予選会を実施する場合は、各都道府県協会が主管し、本大会の競技方法に

準じて実施する。

(3)予選会を実施しない場合は、各都道府県協会の責任において公募により出場チームを決定する。

(4)各都道府県協会の推薦チーム数は次のとおりとする。

各都道府県    男子 1チーム・女子 1チーム

開催地 (広島県) 男子 2チーム 女子 2チーム

(合計)男子48チーム 女子48チーム

(5)前号において推薦チームが定数に達しないときは、主催者が一般公募により参加チームを選出する。

但し、各都道府県協会の推薦が優先とする。

※ 公募期間は次のとおりとする。

平成24年 6月 1日 (金)～平成24年 6月 25日 (月 )(予定)

※ 参加チームが (4)の合計定数に達した場合は、一般公募はその時点で締め切りとする。

※ 一般公募による選出方法は主催者の抽選により決定する。

12 試合球

男子 :革 7号球 女子 :革 6号球 (モ ルテン社製)

13 参加資格等

(1)平成24年 4月 1日現在で満 15歳以上の者とする。

なお、18歳未満の者については保護者の同意書を必要とする。

(2)各都道府県協会から推薦されたチーム、または一般公募で選出されたチームとする。

14 表彰

(1)優勝 準優勝・ 3位を表彰。

(2)ベス トプレイヤー賞として男 女各 1名 を表彰。

15 参加申込み方法

(1)参加申込み

① 提出書類 申込先

提出書類 申込先

次の書類に必要事項を

記入 して、右記の申込先

に郵送すること。

◎ 参加申込書

◎ 参加同意書

(18歳未満の場合)

Xebio ALL 」APAN 3× 3 BASKETBALL(JBA3〉 く3)2012 in HIROSHIMA

実行委員会事務局

〒730-0011

広島市中区基町410(公財)広島県体育協会内

財国法人広島県バスケットボール協会事務局
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② 申込み期限  平成24年 7月 2日 (月 )

(2)参加申込み締切 り後の選手の追加 変更は認めない。

ただし、大会当日に疾病 傷病等やむを得ない理由でメンバーが揃わない (3名 に満たない)場合は、

大会本部に申し出て承認を得た場合にのみ変更を認めるものとする。 (大会開始後の変更は一切認め

ない。)

16 大会参加料

(1)参加チームは、次の参加料を納入すること。

① 参加料  1チーム5,000円

② 納入先

銀 行 名 : 広島銀行 本店営業部

口座種別 : 普通預金

口座番号  : 1494732
口座名義  : 財団法人広島県バスケットボール協会 会長 今中 亘

③ 納入期限  平成24年 7月 13日 (金 )

(2)振込手数料については、参加チームの負担とする。

(3)大会参加料は、納入後いかなる理由があつても返金しない。 (主催者側の都合によるときを除く。)

17 組合せ方法

0)予選会の組合せは、大会主催者の責任抽選とする。

(2)決勝 トーナメントおよび交流戦の抽選会を予選会 (28日 )の全試合終了後に行う。

18 参加上の7■意

0)開会式には全チーム参加すること。

(2)出 場チームの代表者は、注意事項をチーム全員及び応援の方にも周知徹底しておくこと。

(3)チ ームの代表者は、開会式開始20分前までに受付を済ませること。

(4)試合開始時刻までにメンバーが揃わない場合は棄権とみなす。

(5)組合せ表の若番号チームが、自色ユニフォーム、オフィシヤル席に向かって右側をベンチとする。

(6)ベ ンチにはコーチ 選手以外は入ることができない。

(7)大会期間の大会会場での負傷については、主催者が加入する傷害保険で対応する。

(8)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ので、当日

は健康保険証を持参すること。

(9)次の行為を行つたチームは、主催者の判断により、失格処分となる場合がある。

試合中の危険なプレー、故意の反則、マナー違反.その他大会運営に支障をきたす行為

00)貴重品は各自で保管・管理すること。

(11)本大会中に撮影された写真・映像や氏名 身長などの情報の印刷物 ホームページヘの掲載権は、

主催者に帰属する。

10 その他

「東日本大震災J被災地復興支援の一環として、本大会における各試合の獲得得点に応ずる金額

(1点 =10円 )を被災地支援金として拠出します。
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