第７１回石川県青年大会

各大会実施要項

第７１回石川県青年大会

石川県青年バスケットボール大会

実施要項

基本事項について
１．日

時

平成３１年２月１７日（日）９時３０分開会

２．会

場

珠洲市健民体育館

３．参 加 費

１人１，０００円

４．参加申し込み方法
当該種目または競技に参加申込みする団体は、大会事務局へ決められた期日までに所定の申し込
み用紙に必要事項を記入のうえ、大会事務局に提出しなければならない。申込締切りは、平成３１
年１月２１日（月）必着とする。
５．運

営

主
共

催：石川県青年団協議会
催：石川県教育委員会

主

管：第７１回石川県青年大会実行委員会

参加資格及び失格等について
６．チーム編成
チームは選手５人以上１２名以内で編成する。また、監督、コーチ、マネージャーそれぞれ１名以
内がベンチ入りできる。
【学生枠】or
【ＯＡ枠】
２名以内

【正規枠】５名以上１２名以内
（スタメン５名＋補欠７名）

監督、コーチ
マネージャー
（各１名以内）

７．参加資格
選手として参加する条件は、以下の通りである。
１） 昭和５９年４月１日以降に出生した者。（満３４歳まで）
２） 石川県内に居住する者。
３） 学生及びＯＡ枠での参加は、登録選手のうち１チーム２名以内とする。ただし、日本学生バス
ケットボール連盟に加盟するものは参加できない。
４） 過去５年以内に、次にかかげる大会に出場した者は参加できない。
（ア）国際競技大会
（イ）全日本総合選手権大会
（ウ）全日本実業団選手権大会
（エ）ＪＢＬ（ＪＢＬ２）
、ＷＪＢＬ
（オ）国民体育大会バスケットボール競技（少年の部を除く）
（カ）全日本実業団競技大会
（キ）ｂｊリーグ
（ク）ＮＢＬ
（ケ）３×３．ＥＸＥ
-1-

参加者の種別

参加枠

特殊条件

満３４歳以下の社会人（昭和５７年

次の大会に出場した者は参加できない。

４月１日以降に出生したもの）

（ア）国際競技大会

定時制または通信制高等学校

（ウ）全日本実業団選手権大会（エ）ＪＢＬ（ＪＢＬ２）
、ＷＪＢＬ
（オ）国民体育大会バスケットボール競技（少年の部を除く）
（カ）全日本実業団競技大会 （キ）ｂｊリーグ （ク）ＮＢＬ
（ケ）３×３．ＥＸＥ

正規枠

各種学校の生徒および通信制大学
夜間大学の学生
満３５歳以上（昭和５７年
３月３１日以前に出生したもの）
大学生、大学院生、短大生、
専門学校生、専修学校生

ＯＡ枠
学生枠

（イ）全日本総合選手権大会

日本学生バスケットボール連盟に加盟する者は
参加できない。

全日制高等学校の生徒（一般的な

参加不可

高校の生徒）、中学生以下

８．選手変更・追加登録
１）選手変更を希望する場合は、種目開催日の１週間前までに所定の用紙で大会事務局へ提出する
こと。尚、それ以降の選手変更については原則として認めない。但し、医師あるいは勤務先な
どの理由書をつけた申請の場合は、大会主催側で協議の上で決定する。
２） 選手の追加登録は、申込締切り以降は原則として認めない。
９．失格者および失格事項
１） 参加団体全員の失格
無資格者の出場が発見された場合、所属参加団体は失格とする。
２） 当該競技における失格
①監督者会議での決定事項の逸脱等、競技運営に支障をきたす事態が発生した場合。
②当該競技が開始するまでに、受け付けを終了していなかった場合。
③試合開始通告後、１０分が経過しても試合可能人員がそろわなかった場合。
３） 失格となった場合
エントリーした当該競技に原則として参加できない。ただし、大会長が認める場合はオープ
ン参加（後述）として出場を認める。
１０．オープン参加について
参加資格を満たさないチームであっても、大会長が認める場合は「オープン参加」としての出場
を認める。ただし、全国青年大会（後述）の派遣選考の対象にはならない。
《オープン参加とは》
本大会におけるオープン参加とは、大会における公式の表彰や記録を認めない状態で、競
技に参加することを言う。

競技方法について
１１．競技方法
１） バスケットボール競技現行規則による。
２） トーナメント方式又は予選グループ方式ののち決勝トーナメント戦とする。
３）必要に応じて、競技時間を短縮することがある。この場合の競技時間は主催者において決定し、
監督会議においても発表する。
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１２．参加上の注意
１） ユニフォームは、上下（シャツ・パンツ）それぞれ濃・淡両方（淡色は白色が望ましい）用意
する。選手は全員が同じユニフォームを着用する。
２） 企業名、商品名、申し込みされているチーム名と異なるチーム名の入ったユニフォームは認め
ない。ただし、上から別布で見えなくしたものは可。
３） ユニフォーム番号は、0（00）番から 99 番までの番号とし、ユニフォームの色と区別できる単
色の番号をつける。また、異なるプレーヤーに同じ番号を用いてはならない。
４） 参加チームは、オフィシャルを担当する事がある。
※オフィシャルとは、タイマーのストップ スタート、ファールカウントや選手ごとの得点や
ファール数、２４秒タイマーのスタート ストップ リセット、オルタネイティブ（サーブ権）
を変える、タイムアウトやクオーター間の時間を計るなどを行うスタッフのことを指す。

その他
１３．全国青年大会について
本大会は、第６８回全国青年大会の派遣選手選考を兼ねるものとし、優秀な成績を収めた個人ま
たは団体は、石川県選手団としてその出場権を得る。
第６８回全国青年大会
日時：平成３１年１１月８日（金）～１１日（月）
会場：東京都内
主催：日本青年団協議会 一般財団法人日本青年館

東京都（予定）

ただし、下記に該当する場合はその限りではない。
１）全国青年大会の参加資格を満たしてない場合。
２）オープン参加の場合。
３）石川県選手団としてふさわしくないと認められる場合。
１４．大会事務局

第７１回石川県青年大会
（石川県青年団協議会

事務局

事務局）

〒920-0834

石川県金沢市常盤町 212－1
石川県青少年総合研修センター内
電 話 番 号：076-252-7178
FAX 番号：076-252-0559
E-mail：seinen@ishikawa-seinen.com

各競技実施要項および申込用紙については石川県青年団協議会ホームページからも確認できます。
石川県青年団協議会ホームページ

h t t p :/ / w w w. i s h ik a w a - s e i n en . c o m
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第７１回石川県青年大会

石川県青年フットサル大会

実施要項

基本事項について
１．日

時

平成３１年２月１７日（日）９時３０分開会

２．会

場

珠洲市健民体育館

３．参 加 費

１人１，０００円

４．参加申し込み方法
当該種目または競技に参加申込みする団体は、大会事務局へ決められた期日までに所定の申し込
み用紙に必要事項を記入のうえ、大会事務局に提出しなければならない。申込締切りは、平成３１
年１月２１日（月）必着とする。
５．運

営

主
共

催：石川県青年団協議会
催：石川県教育委員会

主

管：第７１回石川県青年大会実行委員会

参加資格及び失格等について
４．チーム編成
チームは選手５人以上２０名以内（男女問わず）で編成する。また、監督１名以内、コーチ１名以
内、スタッフ２名以内がベンチ入りできる。
【学生枠】or
【ＯＡ枠】
２名以内

【正規枠】５名以上２０名以内
（スタメン５名＋補欠１５名）

監督、コーチ
（各１名以内）
スタッフ
（２名以内）

５．参加資格
選手として参加する条件は、以下の通りである。
１） 昭和５９年４月１日以降に出生した者。（満３４歳まで）
２） 石川県内に居住する者。
３） 学生及びＯＡ枠での参加は、登録選手のうち１チーム２名以内とする。
４） 過去に、次の大会に選手登録した者は参加できない。
（ア） 国際競技会
（イ） 日本フットサルリーグ（Ｆリーグ）
（ウ） 全日本フットサル選手権大会（決勝大会）
５） 過去において、次にかかげるサッカー大会（リーグ）に出場した選手の出場を認めない。
（ア） 国際競技会
（イ） Ｊリーグ（Ｊ１リーグ、Ｊ２リーグ、Ｊ３リーグ）
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参加者の種別

参加枠

特殊条件

満３４歳以下の社会人（昭和５７年
４月１日以降に出生したもの）
定時制または通信制高等学校

正規枠

各種学校の生徒および通信制大学
夜間大学の学生
満３５歳以上（昭和５７年
３月３１日以前に出生したもの）
大学生、大学院生、短大生、
専門学校生、専修学校生

ＯＡ枠
学生枠

過去に、次の大会に登録した者は参加できない。
（ア）国際競技会
（イ）日本フットサルリーグ（Ｆリーグ）
（ウ）全日本フットサル選手権大会（決勝大会）
過去において、次にかかげるサッカー大会（リーグ）に出場した
選手の出場を認めない。
（ア）国際競技会
（イ）Ｊリーグ（Ｊ１リーグ、Ｊ２リーグ、Ｊ３リーグ）

全日制高等学校の生徒（一般的な

参加不可

高校の生徒）、中学生以下

８．選手変更・追加登録
１）選手変更を希望する場合は、種目開催日の１週間前までに所定の用紙で大会事務局へ提出する
こと。尚、それ以降の選手変更については原則として認めない。但し、医師あるいは勤務先な
どの理由書をつけた申請の場合は、大会主催側で協議の上で決定する。
２） 選手の追加登録は、申込締切り以降は原則として認めない。
９．失格者および失格事項
１） 参加団体全員の失格
無資格者の出場が発見された場合、所属参加団体は失格とする。
２） 当該競技における失格
①監督者会議での決定事項の逸脱等、競技運営に支障をきたす事態が発生した場合。
②当該競技が開始するまでに、受け付けを終了していなかった場合。
③試合開始通告後、１０分が経過しても試合可能人員がそろわなかった場合。
３） 失格となった場合
エントリーした当該競技に原則として参加できない。ただし、大会長が認める場合はオープ
ン参加（後述）として出場を認める。
１０．オープン参加について
参加資格を満たさないチームであっても、大会長が認める場合は「オープン参加」としての出場
を認める。ただし、全国青年大会（後述）の派遣選考の対象にはならない。
《オープン参加とは》
本大会におけるオープン参加とは、大会における公式の表彰や記録を認めない状態で、競
技に参加することを言う。

競技方法について
７． 競技方法
１）当該年度日本協会制定の「フットサル競技規則」による。
（１）前･後半１０分（ハーフタイムのインターバル３分）で行う。
（２）決勝トーナメントでプレーの時間内で勝敗が決しない場合、５分間、延長戦を行い決し
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ない場合は PK 方式により勝敗を決定する。ただし、試合方法については、参加チーム数
により変更する場合がある。
２） 大会において退場を命じられた選手は、次の１試合に出場できない。
３） 大会期間中に警告を２回受けた者は、次の１試合に出場できない。
４） 試合球としてフットサル用の公認ボールを使用する。
８．参加上の注意
１）ユニホーム（シャツ／ショーツ／ストッキング）は原則として、チームで同色のものを濃淡用
意すること。審判と同一または類似のユニホームを用いることはできない。ゴールキーパーに
ついても同様である。
２）異なるプレーヤーに同じ番号を用いてはならない。
３）スパイクシューズ及び靴底が着色されたものは使用できない（靴底は原則として接地面が飴色
もしくは白色のもののみ使用）。また、すね当てを必ず着用のこと。

その他
１２．全国青年大会について
本大会は、第６８回全国青年大会の派遣選手選考を兼ねるものとし、優秀な成績を収めた個人ま
たは団体は、石川県選手団としてその出場権を得る。
第６８回全国青年大会
日時：平成３１年１１月８日（金）～１１日（月）
会場：東京都内
主催：日本青年団協議会 一般財団法人日本青年館

東京都（予定）

ただし、下記に該当する場合はその限りではない。
１）全国青年大会の参加資格を満たしてない場合。
２）オープン参加の場合。
３）石川県選手団としてふさわしくないと認められる場合。
１３．大会事務局

第７１回石川県青年大会
（石川県青年団協議会

事務局

事務局）

〒920-0834

石川県金沢市常盤町 212－1
石川県青少年総合研修センター内
電 話 番 号：076-252-7178
FAX 番号：076-252-0559
E-mail：seinen@ishikawa-seinen.com

各競技実施要項および申込用紙については石川県青年団協議会ホームページからも確認できます。
石川県青年団協議会ホームページ

h t t p :/ / w w w. i s h ik a w a - s e i n en . c o m
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