
第５２回 中国中学校バスケットボール選手権大会要項 
 
 
１ 目  的  本大会は、中学校教育の一環として中学校生徒に広くバスケットボール実践の機会を与え、技

能の向上とアマチュアスポーツ精神の高揚をはかり、心身ともに健康な中学校生徒を育成すると
ともに、中学校生徒の相互の親睦をはかるものである。 

 
２ 主  催    中国中学校体育連盟  鳥取県教育委員会  鳥取市教育委員会 

中国バスケットボール協会  
 
３ 主  管  鳥取県中学校体育連盟  鳥取市中学校体育連盟  （一社）鳥取県バスケットボール協会 
 

４ 後  援    鳥取県中学校長会   （公財）鳥取県スポーツ協会   新日本海新聞社 

 
５ 会  期  令和４年８月５日（金）～８月７日（日） 
 

６ 日  程  ８月５日（金）  15:30～ 開会式 
                ８月６日（土） 8:00 開 館           ８月７日（日） 8:00  開館 
                  ①  9:30～10:50                       ①  9:30～10:50  女子準決勝 
                  ② 10:50～12:10                       ② 10:50～12:10  男子準決勝 
                  ③ 12:10～13:30                       ③ 12:10～13:30  女子決勝      
                  ④ 13:30～14:50                       ④ 13:30～14:50  男子決勝      
                  ⑤ 14:50～16:10                       【試合後賞状授与】 
                  ⑥ 16:10～17:30                          15:00～       閉  会  式 
 
７ 会  場  Yamata スポーツパーク 鳥取県民体育館 
        〒680-0944  鳥取市布勢146-1  TEL(0857)31-6911 

        
８ 参加資格  (１) 参加者は各県中学校体育連盟加盟の学校に在籍し、学校教育法第 1 条にもとづく当該中

学校生徒であること。 
(２) 年齢は平成１９年４月２日以降に生まれた者に限る。 
(３) 前項以外の生徒が参加を希望する場合は、その年度の６月３０日までに、各県中学校体

育連盟を通して（公財）日本中学校体育連盟に申し出ること。 
(４) 学校教育法第１３４条の各種学校（１条校以外）に在籍し、各県中学校体育連盟主催の

予選会に参加を認められた生徒であること。 

参加資格を得た各種学校は別に定める条件を具備すること。 
           詳細は「令和４年度 中国中学校体育連盟 役員理事名簿 規約・諸規程」を参照のこ

と。 
(５) 各県中学校体育連盟主催の競技大会において、中国大会参加資格を得たチームとする。 
(６)  チーム編成は一校単位で編成されたものを原則とするが、「中国中学校選手権大会合同

チーム参加規程」に基づき、合同チームでの参加も可能とする。 
(７) 夏季大会に限り、同一年度内の参加は全種目を通じて一人一回とする。 
(８) 参加生徒の引率・監督は、出場校の校長・教員・部活動指導員※１とする。なお部活動

指導員は他校の引率者及び依頼監督にはなれない。（※１ ここでいう部活動指導員は、
学校教育法施行規則第７８条の２に示されている者） 

(９) 中国中学校選手権大会では外部指導者（コーチ）を１校・１チーム１名おくことができ
る。外部指導者（コーチ）は、出場校の校長が認めた者とし、所定の「外部指導者（コー
チ）確認書（校長承認書）」に必要事項を記入し、大会事務局に参加申し込み時に提出す
る。但し、当該校以外の中学校教職員は、外部指導者（コーチ）にはなれない。また、同
一人が複数校の外部指導者にはなれない。マネージャーは、出場校の教員または生徒とす
る。トレーナーのベンチ入りに関しては、所定の様式で報告書を提出すること。 

（10） 本大会に出場するチーム・選手の引率者、監督、部活動指導員、部指導者（コーチ）、
トレーナー等は部活動の指導中における暴力・体罰・セクハラ等により、任命権者又は学
校設置者から懲戒処分を受けていない者であることとしている。校長はこの点を確認し
て、大会申込書を作成する。なお、外部の指導者は校長から暴力等に対する指導処置を受
けていないこととする。 

(11)  個人情報の取り扱い(利用目的) 
      大会の主催者は、個人情報保護に関する法令を遵守し、中国中学校体育連盟個人情報保

護方針・規程に基づき、取得する個人情報について適正に取り扱う。 
     取得した個人情報は、競技大会の資格審査・競技大会運営上必要なプログラム編成及び

作成・ホームページ・掲示板・報道発表(記録集)等、その他競技運営及び競技に必要な連
絡等に利用する。 



 
 
 
９ 大会負担金 （１） 登録選手（生徒のマネージャーは含む）一人につき、２，０００円とする。 

        （２） 納入方法は、各県中体連事務局の指示による。 

        （３） 参加申込締切以降の参加取り消しや不出場の場合、負担金の返金は行わない。 
 
10 参加制限    (１) 各県男女とも各２チーム、開催県４チームの男女それぞれ１２チームの合計２４チーム

とする。 
(２) １チームの出場人数は、引率責任者１名、監督１名、コーチ１名、選手１５名、マネー

ジャー１名の合計１９名以内とする。（トレーナーの帯同は１チーム１名までとする） 

             (３) 外国籍選手（JBA 基本規程に基づく）の大会エントリーは１チームあたり２名までとす

る。 
 

11 競技規則    (１) （公財）日本バスケットボール協会「2022バスケットボール競技規則」に従う。 
(２) 使用球は、(公財)日本バスケットボール協会検定球皮革製を使用する。 

（男子は７号球、女子は６号球） 
(３) 外国籍選手（JBA基本規程に基づく）の出場は、コート上 5名のうち 1名以内とする。 

 
12 競技方法    (１) ３チームによる予選リーグ戦の後、トーナメント方式による優勝戦とし、３位決定戦は

行わない。 
(２) 予選リーグ戦で同率の場合は、次の順で勝敗を決める。 

① 得失点差の多いチームを上位とする。 
② ２チームの得失点差が同じ場合は、対戦相手に勝ったチームを上位とする。 

 
13 表  彰    (１) １～３位までの学校及び登録選手（生徒マネージャー含む）に中国中学校体育連盟より

賞状を授与する。 
(２) 優勝校には、優勝旗（持ち回り）を授与する。 

前年度優勝校に対しては、優勝旗返還時にレプリカを贈呈する。 
 
14 参加申込    (１) 期 限    令和４年７月２８日（木） 

   所定の申込用紙に必要事項を記入の上、下記に申し込むこと。 
  なお、プログラム作成上、出場が決定しだい速やかに下記に電子メールあるいはＦＡ 
  Ｘにて申し込み、その後、正式申込書を郵送すること。外部指導者がコーチとしてベ 
  ンチ入りする場合は、「外部指導者確認書」を同封すること。また、トレーナーを登  

録するチームは、「トレーナー申請書」を同封すること。 

(２) 申込先 
   〒680-0813  鳥取県鳥取市寿町９０７番地 
   鳥取市立西中学校    中林 真彦  宛 

  TEL(0857)23-3341     FAX(0857)23-3342    

Ｅメール nakabayashi_ms2@mailk.torikyo.ed.jp               
    

                 
15 組 合 せ    (１) 令和４年８月５日（金）の代表者会議で抽選し決定する。 

(２) 組合せの要項は別に定める。 
 
16 会  議  令和４年８月５日（金）Yamata スポーツパーク 鳥取県民体育館 
               〒680-0944  鳥取市布勢146-1  TEL(0857)31-6911 

(１) 専門委員長会議 １３：００～ Yamataスポーツパーク 第１研修室 
(２) 代表者会議      １４：３０～ Yamataスポーツパーク 視聴覚室 
(３) 審判長会議      １６：００～ Yamataスポーツパーク 第２研修室 

 
17 宿  泊   大会出場者（登録選手及び引率者）は必ず大会実行委員会を通じて宿泊申込みを行うこと。

大会中の連絡等については各宿舎を通じて行い、宿泊をしないところについては申込責任者に
連絡をする。詳細は、別紙宿泊要項参照のこと。 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
18 そ の 他    (１) 競技中の疾病、傷害については、応急処置を行う。 

(２) 中国大会競技開催期間は２日間以内となっているが、天候等の関係で順延または競技方
法の変更もあり得る。 

(３) 練習会場  Yamataスポーツパーク 鳥取県民体育館 
  日時 令和４年８月５日（金）９：００～ 

   割り当てについては、別に定める。 
(４) 本大会で１・２位の男女各チームは、全国大会の出場権を得る。 
(５) 競技のユニフォームは、上下同型同色とする。 
(６) 開会式には、選手はユニフォームで、マネージャーは運動着かユニフォームで参加する。 
(７) 前年度優勝チームは、優勝旗を持参する。（代理返還は可とする） 
（８） 万が一、大会が会期内に全く開催できない場合は、中止とする。その場合、全国大会出

場校は各県の１・２位校による抽選により決定する。抽選者は①監督②各県専門委員長と
する。（詳細は、令和４年度 中国中学校体育連盟 役員理事名簿 規約・諸規程」によ
る） 

（９） 万が一、大会が中止となった場合は、大会負担金は返金する。ただし、全額返金できな
い場合がある。（詳細は（８）同様の規約・諸規程による） 

(10) 本大会は別添「令和４年度 中国中学校体育連盟 中国中学校選手権大会実施上の
COVID-19 感染拡大予防ガイドライン」に従って開催する。 

(11) 試合会場へは、登録された選手や引率者等及び大会関係者に加え、参加校の保護者・登
録されていない部員・マネージャーに限定して入場を認める。ただし、以下の条件を遵守
すること。 
① 試合会場へ入場する参加校の保護者は、「来場者体調記録表」（別紙３）を来場ごと
に提出する。（同一日に複数の試合がある場合の提出は１試合目だけで可） 

② 自チームの試合のみの観戦とし、終了後は速やかに退館すること。 
（観客は試合ごとに総入れ替えをする） 

(12) 感染予防に関する注意事項の詳細は別紙を確認すること。 
                                                                                   
19 連 絡 先    (１) 大会開催前 
 
 
 
 

   〒680-0941  鳥取県鳥取市湖山町北6-323 
   鳥取市立湖東中学校   西尾 久幸   

  TEL(0857)28-1064     FAX(0857)28-0041    

   Ｅメール nishio_hs@mailk.torikyo.ed.jp  

 

(２)  大会開催中 
   〒680-0944  鳥取市布勢146-1   
   Yamataスポーツパーク 鳥取県民体育館内  大会本部 西尾 久幸 
   TEL(0857)31-6911   FAX(0857)31-6912 

 


