第 3 回 3x3 日本選手権大会/3x3 日本選手権都道府県大会 開催概要
１．≪目的≫
日本 3x3 界最高の覇者となる栄誉を競うとともに、競技を通して体力および人格の向上を図り、3x3 の
普及および発展に寄与する。
２．≪大会名≫
日本語：第 3 回 3x3 日本選手権大会／第 3 回 3x3 日本選手権○○○都道府県大会
英語：3ｒｄ 3x3 Japan Championships／3ｒｄ3x3 Japan Championship ○○○ tournament
３．≪実施カテゴリー≫
（１） 3x3 日本選手権大会
① OPEN カテゴリー男女
② U 18 カテゴリー男女
(２) 3x3 日本選手権大会都道府県大会
①OPEN カテゴリー男女
②U18 カテゴリー男女 ※OPEN カテゴリーとして開催し、U18 チームを推薦することも認める。
４．≪3x3 日本選手権大会の出場チーム（選手）資格≫
(1) 各都道府県協会の推薦を受けたチーム
推薦は、原則 3x3 日本選手権大会に準じた競技規則に基づき、各都道府県協会において、3x3 日
本選手権都道府県大会を実施し決定する。
(2) 第 2 回 3x3 日本選手権大会優勝チーム
※前年度優勝チームは、第3回3x3日本選手権大会都道府県大会が免除される。ただし、2重登

録を防ぐ観点から、前年度推薦を受けた都道府県協会が開催する都道府県大会（予選）に、第
2 回 3x3 日本選手権大会と同じチーム名でエントリーを行うこと（当該チームの大会参加料は無
料）。また、エントリー選手については、登録する 4 名のうち 2 名以上が前回大会に出場している
こと。
※前年度優勝チームが出場辞退もしくは上記内容を満たしていない場合は、当該チーム所属都道
府県の推薦枠とする。
５．≪主催≫
(1)3x3 日本選手権大会
公益財団法人日本バスケットボール協会
(2)3x3 日本選手権大会都道府県大会
各都道府県バスケットボール協会
６．≪大会期日≫
(1) 3x3 日本選手権大会
① U18 カテゴリー男女：2017 年 3 月 23 日（木）－24 日（金）
② OPEN カテゴリー男女 ：2017 年 3 月 25 日（土）－26 日（日）
(2) 3x3 日本選手権都道府県大会
各カテゴリーとも 2017 年 1 月末までに大会を開催し、3x3 日本選手権大会の出場チームを決定する
こと。

７．≪大会開催会場≫
(1) 3x3 日本選手権大会
大田区総合体育館（東京都大田区）
ヤマトフォーラム（東京都大田区）
(2)3x3 日本選手権都道府県大会
都道府県バスケットボール協会が決定をする。開催会場は屋内、屋外を問わない。
※屋外で実施する場合は、雨天等で大会中止せざるを得なくなることも想定した実施計画を作成する
こと。
８．≪大会方式≫
(1) 3x3 日本選手権大会
４～６チームによる予選を行い、上位２チームによる決勝トーナメントを行う。
(2)3x3 日本選手権都道府県大会
４～６チームによる予選を行い、上位２チームによる決勝トーナメントを行うことが望ましいが、申込み
チーム数等を鑑み、都道府県協会の判断により、変更できるものとする。
９．≪競技規則≫
競技規則は「2015 3x3(ｽﾘｰ･ﾊﾞｲ･ｽﾘｰ)FIBA 競技規則[3x3 Rules of the Game]」に準ずる。
１０．≪出場選手資格≫
(1) 3x3 日本選手権大会
① U １８：1998 年 4 月 2 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。
OPEN：2001 年 4 月 1 日以前に生まれた者で、中学生は不可とする。ただし、申込み
時点で 18 歳未満の場合は、保護者の同意書を必要とする。
② （公財）日本バスケットボール協会の TeamJBA3x3 競技者登録および、FIBA3x3Planet
に競技者が完了していること。
(2) 3x3 日本選手権大会都道府県大会
① U １８：1998 年 4 月 2 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。
OPEN：2001 年 4 月 1 日以前に生まれた者で、中学生は不可とする。ただし、申込み時点で
18 歳未満の場合は、保護者の同意書を必要とする。
② （公財）日本バスケットボール協会の TeamJBA3x3 競技者登録および、FIBA3x3Planet
に競技者が完了していること。
③ TeamJBA3x3 競技者登録において、所属とした都道府県の大会のみ出場することができる。
1１．≪チーム人員≫
3x3 日本選手権大会、3x3 日本選手権都道府県大会ともに、下記の通りとする。
（１） 1 チーム選手 4 名とスタッフ 2 名（コーチ、マネージャ等）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出来ない
（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
1２．≪出場チーム/選手エントリー期日≫
(1) 3x3 日本選手権大会
2017 年 2 月 13 日（月）必着。
【送付先】〒112‐0004 東京都文京区後楽 1-7-27 後楽鹿島ビル 6 階
（公財）日本バスケットボール協会 3x3 日本選手権大会担当 宛

FAX：03-4415-2021
MAIL：info.jba3x3@basketball.or.jp
(2) 3x3 日本選手権大会都道府県大会
各都道府県協会が 3x3 日本選手権都道府県大会の開催日に合わせ設定するものとする。
1３．≪大会参加料≫
(1) 3x3 日本選手権大会
無料
(2) 3x3 日本選手権大会都道府県大会
各都道府県協会が定めるものとする。
1４．≪エントリー変更≫
(1) 3x3 日本選手権大会
①2 月 13 日（月）までに選手の追加および 2 名までの選手変更を認める。
但し、変更理由は下記の理由に限り認める。また、エントリー変更選手は当該 3ｘ3 日本選手権都道
府県大会に出場した選手に限る。
【選手変更理由】
怪我/不慮の事故/その他、主催者が認めるもの
②期限後の選手変更は原則認めない。
(2) 3x3 日本選手権都道府県大会
各都道府県協会が定めるものとする。
1５．≪使用球≫
（１）３x３日本選手権大会
3ｘ3 リベルトリア 5000（モルテン社製）
（２）３ｘ３日本選手権都道府県大会
3ｘ3 リベルトリア 5000 もしくは６号球（JBA 検定球）を使用すること。
1６．≪組合せ≫
（１）３x３日本選手権大会
予選リーグ･････「2015 3x3FIBA 競技規則[3x3 Rules of the Game] 」の第 14 条に基づき、各チーム
３名の FIBA3x3Planet 個人ランキングポイント合計を算出し、グループ分けを行う。た
だし、チーム間のポイントが同じの場合（ポイントを保有していない場合も含む）は、主
催者の責任抽選とする。
※グループ分けは、2 月 13 日（月）のエントリー時点のものとする。
決勝トーナメント･････原則、ＦＩＢＡ3ｘ3 Planet およびＦＩＢＡ3ｘ3Ｅｖｅｎｔ Maker で自動的に作成される
組合せで行うものとする。
（２）３ｘ３日本選手権都道府県大会
３x３日本選手権大会に準じて、都道府県協会が定めるものとする。
1７．≪競技日程・組合せ発表≫
（１）３x３日本選手権大会
【発表日】 2017 年 3 月 3 日（金）
【発表方法】 （公財）日本バスケットボール協会 オフィシャルホームページ、プレスリリース（予定）
（２）３ｘ３日本選手権都道府県大会

各都道府県協会が大会の開催日に合わせ設定するものとする。
1８．≪当日受付≫
３x３日本選手権大会および３x３日本選手権都道府県大会ともに大会全日程の当日に、代表者による受
付を行うこと。
1９．≪ユニフォーム≫
３x３日本選手権都道府県大会および３x３日本選手権都道府県大会の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。（リーバシブルシャツ可）
（２） パンツの色は，必ずしもシャツと同じ色でなくてもよい。
（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/パンツともに製造者マーク（メーカー・ロゴ）を各 1 か所付けることができる。但し、どちらも大
きさは「２０ｃｍ２」以下とする。
（6） シャツ/パンツに広告や商標等を付ける場合、各2 社までとする。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。
２０．≪表彰≫
（１）3x3 日本選手権大会
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 OPEN 男子優勝チームは 2017FIBA ワールドツアーマスターズ アジア・オセアニア大陸予選大会の
出場権を与える。（予定）
④ 優勝賞金 40 万円 / 準優勝賞金 20 万円
（２）3x3 日本選手権大会都道府県大会
３x３日本選手権大会に準じて、都道府県協会が定めるものとする。
２１．≪その他≫
① 3x3 日本選手権大会および 3x3 日本選手権都道府県大会は、FIBA3x3Planet（FIBA3x3Event
Maker）に大会の登録を行い、FIBA の承認をうけること。
② 本要綱に記載のない項目については、「3x3 日本選手権大会・3x3 日本選手権都道府県大会/運営
マニュアル」 および本協会の規約・規程に準じる。
③ 大会中に撮影された写真・映像や氏名・身長など、印刷物・ホームページへの情報掲載権は、主催
者に帰属する。
④ 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い、その後については、主催者が加入する
傷害保険で対応する。
≪お問い合わせ≫
公益財団法人日本バスケットボール協会 3ｘ3 推進グループ
TEL ：（03）4415-2020 E-mail：info.jba3x3@basketball.or.jp

