
令和元年度 
東海高等学校バスケットボール新人大会静岡県予選兼 

静岡県高等学校新人大会バスケットボール競技県大会実施要項 
 
 
 １ 主   催      静岡県高等学校体育連盟    静岡県教育委員会 
                     （一社）静岡県バスケットボール協会 
 
 ２ 主   管      静岡県高等学校体育連盟バスケットボール専門部 
                     （一社）静岡県バスケットボール協会Ｕ１８部会 
 
３ 期日・会場   １月２５日（土） 飛龍、三島北、市立沼津、伊豆中央、静岡学園、藤枝順心、浜松湖東、小笠 
                    １月２６日（日） 飛龍、三島南 

２月 １日（土） 焼津シーガルドーム 
２月 ２日（日） 静岡県武道館 

 
 ４ 参加資格    高体連並びに静岡県バスケットボール協会に加盟している高校１・２年生徒 
 
 ５ 競技方法        トーナメント戦・決勝リーグ戦 ６位まで決定する（３位まで東海新人大会に出場） 
 
 ６ 競技規則    ２０１９年バスケットボール競技規則  

 
 ７ 参加人員        引率教諭・コーチ・Aコーチ・マネージャーｰ各１名・選手１８名 合計２２名 
 
 ８  参加チーム      各地区予選を勝ち抜いた男女各３１チーム、２０１９全国選手権大会出場チーム 
 
 ９ 試合時刻    １／２５（土）  ①１０：００ ②１１：４０ ③１３：２０ ④１５：００ 
                     １／２６（日）  ①１０：００ ②１１：４０ ③１３：２０ ④１５：００ 
           ２／ １（土）  ①１０：００ ②１１：４０ ③１３：２０  
                     ２／ ２（日）  ①１０：３０ 女子表彰 協会表彰（女子優秀選手の表彰） 
                     ②１３：００ 男子表彰 協会表彰（男子優秀選手の表彰） 
 
 10 審   判    １・２回戦は帯同審判制とし、原則第２試合校が第１試合の審判を行う。３回戦以降は指名制とする。 
 
 11 オフィシャル    １月２５日（土）は第２試合校から３名ずつ出して第１試合のオフィシャルを行い、第

２試合以降は、原則として敗者チームが行う。１月２６日（日）は、第２試合校から第
１試合に、第１試合校から第２試合に３名ずつ出して行う。５決１回戦は、準々決勝の
敗者チームから３名ずつ出して行う。決勝リーグ第１戦は指名制とする。２月１日（土）、
２月２日（日）は指名制とする。 

 
 12 参加上の注意 １）組み合わせ上位チームがオフィシャル席に向かって右側をベンチとし、ユニフォームは淡色とする。

但し、２回戦以降は両チームの話し合いで決めても良い。 
           ２）ベンチに入る人数は２２名以内を厳守する。 
          ３）体育館使用に際して係りの指示に従い、使用後は清掃しゴミを持ち帰る。 
          ４）体育館は土足厳禁、また屋内シューズのまま屋外に出ないこと。 

５）更衣は指定された場所で行い、各チームで貴重品等の持ち物の管理をし、盗難に十分注意すること。 
                   ６）応援は節度を持って行うこと。鳴り物は禁止する。 

７）高校生らしい服装、態度で試合に臨むよう心がける。 
        ８）その他、会場校の指示に従うこと。 

                   ＊  チーム責任者は以上を生徒に徹底して下さい。 
 
 13 備   考  １）大会当日、競技中に選手が負傷した場合は、主催者が応急の処置はしますが、その後の責任は負い

ません。 
２）会場の設営は会場校でお願いします。２４秒表示の準備もお願いします。 

           ３）男女共１～３位チームは２／１５（土）、１６日（日）に行われる東海新人大会に出場できる。（開
催県：岐阜県） 

                   ４）１～４位は男女各最終試合終了後の表彰式に出席すること。 
                    ５）試合を棄権する場合、該当チームの顧問は専門部委員長・会場主任・審判主任・対戦相手の４か所

に速やかに連絡すること。またTOおよび帯同審判については可能な限り行うこと。 
６）駐車場について 
  ・２月２日静岡県武道館の駐車場には制限があります。該当チームには、後日連絡します。 
  ・応援保護者については、近隣の有料駐車場を利用するようご連絡下さい。 
７）２月１日焼津シーガルドームの開場時間は８時３０分、２月２日静岡県武道館の開場時間は９時 

とします。 
 
 
 
 



 
バスケットボール競技大会役員 

 
専門部長       笠井 義明 
大会会長       渡邉 正知 
同副会長        殿岡 裕規  笠井 弘昭 大塚 功  
同 委 員       土屋 哲平  富田あけみ 木宮 敬信 澤野 豊治 近藤 章弘 前原 拓章 松村 守計 

原  錠一  杉山 達也  川村 修   伊藤 忠   中川 行臣 中島 洋己  平野 成宜 
田中 敏博   平出 政夫   海野 佑治  小田 尚人  溝口 重行  後藤 孝広 寺崎 俊恵 
玉木 言明  鈴木 隆正   上田 清和  本目可也子 

総務委員長      佐野 和好 
同副委員長      仲野 克俊  佐々木靖之 近藤 恭章 
同 委 員      静岡県高等学校バスケットボール部顧問 
           静岡県バスケットボール協会総務委員 
競技委員長      八木 武史 
同副委員長      生越 寛道 勝間田文乃 鈴木 則央 増田 哲也 澤入 正通 井口 仁美 
同 委 員      静岡県高等学校バスケットボール部顧問 （一社）静岡県バスケットボール協会競技委員 
審判委員長      内田 達彦 
同副委員長      深澤 祐介  渡部 芳典 石川 淳也 
同 委 員      静岡県高等学校バスケットボール部顧問 （公財）日本バスケットボール協会公認審判員 
ＴＯ委員長            山田 孝佳 
同副委員長      大杉 哲也  石坂 健   岸 直人  
同 委 員            静岡県高等学校バスケットボール部顧問 
同補助役員      中部地区高校バスケットボール部員 
広報委員長      立浪 雄樹 
同副委員長      田中 康仁  小林 大介  山田 雄一 
会  計         巽 友花 
 
 
  各主任 

月 日 会   場 会 場 主 任 競技審判主任 

 
 
 
 
  
 
 
１／２５ 
 （土） 
 
 
 
 
 
 
 

飛龍 ＧＨ 原田 裕作（飛 龍） 齋藤 潤 （韮 山） 

三島北 ＩＪ 長谷川泰一（三 島 北） 池野 由紀（三 島 南） 

静岡学園 ＫＬ 近野  修（静岡学園） 佐々木雅隆（城 南 静 岡） 

浜松湖北 ＭＮ 影島 圭介（浜松湖北） 鈴木 信一（浜松開誠館） 

市立沼津 ＯＰ 勝間田文乃（市立沼津） 松藤 光生（沼 津 中 央） 

伊豆中央 ＱＲ 加藤 翔太（伊豆中央） 上杉 宗徳（飛 龍） 

藤枝順心 ＳＴ 大橋 敏夫（藤枝順心） 寺本真佐義（静 岡 西） 

小笠 ＵＶ 澤入 正通（小 笠） 窪田 智弘（浜 松 学 院） 

 
１／２６ 
 （日） 

飛龍 ＣＤ 原田 裕作（飛 龍） 深澤 祐介（伊 東 商 業） 

三島南 ＥＦ 平 美紀子（三 島 南） 斉藤 嶺 （富 岳 館） 

 
２／ １ 
 （土） 
 

焼津 
シーガルドーム 

ＡＢ 佐々木靖之（静岡城北） 内田 達彦（袋 井 商 業） 

 
２／ ２ 
 （日） 
 

静岡県武道館 ＡＢ 佐々木靖之（静岡城北） 内田 達彦（袋 井 商 業） 

  ※会場主任は終了後できるだけ早く下記に結果を報告してください。（１８：００迄に） 

   立浪 雄樹 先生（静岡市立） ※連絡先は学校宛の文書に掲載してあります。 


