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第 2 回 静岡県社会人バスケットボール連盟 
オープンの部 リーグ戦 要項 

2019/4/1 

１．主催 

静岡県バスケットボール協会 

 

２．主管  

静岡県社会人バスケットボール連盟 

 

３．期日会場  

別紙参照 日程は順次作成して展開する。 

 

４．競技方法  

リーグ戦 

 

・男子リーグは一部・二部・三部・四部・五部の五部制を行う。 

 終順位に基づき、入れ替えを実施する。 

① 二部～五部の 1 位は上位の部へ自動昇格 

② 一部～四部の 下位は下位の部へ自動降格 

③ 各部の 2 位とワースト 2 位で入れ替え戦を行う。 

・女子リーグは全チーム総当たりとする。 

 

リーグ戦は延長無しとし、勝ち点制を導入する。 

勝ち→２点 引き分け→１点 負け→０点 

2 チームの勝ち点が同点となった場合、当該チームの勝者が上位とする。 

3 チーム以上の勝ち点が同点となった場合下記順番にて順位をつける。 

① 当該のチームが対戦したゲームのみでの勝ち点の多いチームを上位とする。 

② 当該のチームが対戦したゲームのみでの得失点差が多いチームを上位とする。 

③ 当該のチームが対戦したゲームのみでの総得点が多いチームを上位とする。 

④ グループ内のすべてのゲームにおける得失点差が多いチームを上位とする。 

⑤ グループ内のすべてのゲームにおける総得点が多いチームを上位とする。 

⑥ 代表者による抽選を行い、順位を決定する。 

 

５．競技規則 2019～ バスケットボール競技規則による。 

 

６．表 彰  後日表彰とする 
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７．参加人数  

監督 1 名・コーチ 1 名・アシスタントコーチ 1 名・マネージャー1 名 

選手 18 名 合計 22 名以内とする。 

ただし、リーグ戦は 18 名以上の登録を認める。 

試合に出られるのは、当日のスコアシートに記入された 18 名以内の選手のみとする。 

本大会前までに TEAM JBA 登録及び登録料納付を完了したチーム及び選手のみ、出場を認

める。 

年度途中で追加登録がある場合、その選手は登録料納付完了後の試合から出場可能とする。 

 

８．ユニフォーム  

組み合わせ表の左側チームが淡色を着用する。但し、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、濃淡の交換を認める。パンツの下に着用するアン

ダーガーメント等については、競技規則第 4 条ユニフォーム 4.3～4．4.2 に準じる。ユニ

フォームは、00 番～99 番の番号とし、大会期間中は同一のユニフォームを着用のこと。 

 

９．ベンチ 

 ベンチは組合せ表の左側チームがＴＯ席に向かって右側とする。 

 ベンチはゲームエントリーされた選手及び登録されたスタッフ（監督・ コーチ・アシス

タントコーチ・マネジャー）以外は入る事が出来ない。 

 

１０．スコア―シート記入 

 自チーム 1 試合前のハーフタイム終了までに、本部にあるスコア―シートにメンバーを

記入する事。 

 

１１．エントリー変更 

 本大会初戦１時間前までに本部に変更依頼をし、本部の了解を得ること。 

 単にユニフォームの番号変更は出来ない。 

 

１２．注意事項  

＊ 日程表の試合開始時間は、目安とする。前の試合の終了時刻から定刻までの時間が 10

分以上でも以下でも、10 分後に試合開始とする。 

＊ 閉会式は行いません。 

＊ プレイヤーは危険と思われるものは身につけない（ネックレス、ピアス等） 

＊ イン・アウトシューズは必ず区別をはっきりさせること。 

＊ 貴重品はチームで責任をもって管理すること。 

＊ 競技中の負傷等については、救急病院の手配をします。 
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＊ タバコは所定場所で吸うこと（厳守） 

＊ ゴミは各チームにて責任をもって持ち帰ること。（厳守） 

＊ 各会場、駐車場に制限があるので、チーム乗り合わせで来場すること。 

＊ フロアーには、登録選手・登録されたチーム関係者以外は入らないこと。 

＊ 上記以外の事項については大会役員の指示に従うこと。 

＊ 登録メンバー表（別紙）は期日までに必ず提出すること 

 

１３．大会役員 

 大会会長 澤野豊治 

 大会理事長 原 錠一 

 審判長 木下晋一 

 ＴＯ委員長 浅野慶太郎 

 競技委員長 井出啓太 

 その他役員は 2019 年度理事が補佐をする。 

 

１４．会場役員  

別途指定する。 

 

１５．準備 

 第１試合のチーム・TO チームが第一試合開始１時間前より行う。 

 

１６．片付け 

 終試合のチーム・TO 担当チームが行う。 

 

１７．審判 

割り当ては別紙の試合日程表を参照のこと。 

審判資格は D 級以上の審判員とする。 

審判部からの注意事項を熟読すること。（別紙） 

 

１８．ＴＯ  

別紙試合日程表を参照のこと。 
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１９．棄権 

申し出 ７日前 １万円罰金 

７日～当日 ３万円罰金 

大会後、理事会を経てペナルティーを通達する。 

棄権チームはそのゲームを負けとし、０対２０の得点表記とする 

 

２０．申し込み 

各チーム別紙申込書に記入して頂き、申し込み期日までに提出お願いします。 

 

２１．大会参加費 

￥２０，０００－ 振り込みにて徴収 

 

※振込先※ 

静清信用金庫 本店営業部（金融機関コード 1502 001） 

普通預金 

口座番号 ０２９９１４７ 

口座名  静岡県社会人バスケットボール連盟 理事長 原 錠一 

 

手数料は各チームでお持ちください。 

 

２２．体育館住所 

日程が確定している体育館のみ下記に記す。 

その他の体育館は順次連絡する。 

体育館 住所 

エコパ 〒437-0031 静岡県袋井市愛野 2300-1 

小糸製作所 〒424-8764 静岡市清水区北脇 500 

舞童夢 〒431-0421 静岡県浜松市西区舞阪町舞阪 2623-32 

長田体育館 〒421-0133 静岡県静岡市駿河区鎌田 574-1 

富士市立体育館 〒417-0041 富士市御幸町 8-1 

三保体育館 〒424-0901 静岡県静岡市清水区三保 2069-26 

三菱電気体育館 〒422-8021 静岡県静岡市駿河区小鹿 3 丁目 18-1 

  

  

 



2019年度 OP リーグ分け 2019/4/1

一部 二部 三部 四部 五部 女子

1 小糸製作所 FAKER 矢崎MC JCH ジャトコ Waioli

2 IZURASHI 楽笑会クアーズ 浜松ホトニクス 村上開明堂 静岡銀行 小糸クラブ

3 浜松興誠クラブ クアーズ
イカイ

NavyWasp 日本プラスト 旭化成富士 Freeクラブ

4
IGUCHI
LOVERS

クラブアルク VTEX-N アサヒBrewer's TEIJIN FROGGY

5 青天狗 LASER JR東海静岡
浜松磐田
信用金庫

静清信用金庫 静岡教員女子

6 MASK SILVER BACK スズキ 静岡市役所 パーパス 常葉大学静岡

7 静岡教員A 静岡教員B 浜松市役所 楽笑会クアーズ

8 スカイラークス IZUCITY ESTRELA

9 RISE


