
令和５年１月２４日

１．主　　催 周南市バスケットボール協会

２．日　　時 令和　５年　３月　１９日(日)　９時００分～

３．場　　所 鹿野総合体育館、新南陽体育センター

４．参加資格 ①周南市バスケットボール協会に加盟・登録されたチーム及び、その登録された競技者。
（注）ただし、市外在住者で市外チームにも重複して登録している人は除く。
②周南市内に在住、又は周南市に通勤・通学している者

平成１９年４月１日以前に生まれた者であること。（中学生以下は、参加不可）

５．競技規則 ２０２２年度日本バスケットボール協会競技規則に準ずる。
但し、新ルールに準ずるが、ユニフォームについては旧ルールでもかまわない。（注）ビブス等は不可

ユニフォームのデザインおよび競技者が、身に着けて良いものについては、JBAのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで確認して下さい。

ユニホーム規定等遵守事項が守られていないチームは参加を認めません。

試合時間は、参加チーム数により決定します。

ベンチに入れるのは登録された選手・スタッフのみとします。スタッフは中学生以下は不可とする。
(当日「健康ﾁｪｯｸｼｰﾄ」「参加者名簿」を大会本部に提出し、本部で検温し問題ない者のみ、入館対象とする。

５．申込方法 別紙参加申込書に記入のうえ、下記に送付してください。(E-mail)

市体育協会のホームページからダウンロードできます。

(http://www.city.shunan.lg.jp/hp/taikyo/)

７．申込先 【E-mail】toshinori-karasuda-rt@tosoh.co.jp 　（※この案内の発信元と違いますので、ご注意ください)

８．申込期限 令和　５年　２月　１６日(木）必着　　　(申込期限以降は受け付けません。)

９．参加料 1チーム　３,０００円　（※申込期限までに振り込むこと。）

10．支払方法 ※今年度、市協会に登録していないチームは、別途登録料（４,０００円）もお支払いください。

※山口銀行　徳山支店　普通　６５０８０１２　周南市ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）に振り込むこと。（今年度より手数料あり)

11．問い合わせ先 競技に関することは競技委員長　　烏田まで　【携帯】080-1934-6194

事務的なことに関することは　浅田事務局へ　(ﾒｰﾙ配信先)

12．備　　考
①組合せ抽選は、主催者にて行います。ただし、参加チーム数により、出場クラスの希望にそえない場合もあり
ますのでご了承ください。

②組合せは、事前にチームへ送付します。また、市体育協会のホームページにも掲載しますので、ご覧下さい。

③当日の会場準備については、組合表を送付の際、通知をしますので各チームの協力をお願いします。

④審判・オフィシャルは相互に行いますので、チームより1名以上の審判をお願いします。
　尚、審判を出せないチームは、審判ペナルティ料として１０，０００円をいただきます。

　チーム帯同審判をする方は、JBAの新登録ﾗｲｾﾝｽ(S,A,B,C,D,E級)のどれかを取得していること。

　審判する方は、必ずルールブック記載の服装のこと。（胸のワッペンも着けること。）また、必ずホイッスル

　カバー着用の事。レフリーマスクについては、着用が望ましい。

⑤本大会中での事故・傷害については、主催者はその責を負いません。
　各参加者にてスポーツ傷害保険等に必ず加入の上ご参加ください。

⑥観戦(入場)を希望される方は、選手１名に付き同居家族1名までとする。

⑦コロナ対応：新型コロナウイルス感染対策申し合わせ事項を参照して下さい。

⑧高校の現役チームは１校１チーム(男女別)とし、一般についても１団体につき１チーム(男女別)とします。

⑨大会参加費の返金に関して 協会より中止連絡の場合は全額返金しますが、組み合わせ発送後のキャンセル
(チーム内の　コロナ感染等)に関しては返金しませんのでご理解の程、宜しくお願い致します。

　　関係各位

周南市バスケットボール協会

（公印省略）

令和４年度　周南市会長杯バスケットボール大会開催について

このことについて、下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。

記



１．事前対応　　☜最大限遵守して頂きますよう重ねてお願いします。

(1)

(2)

　　

(3)

(4)

(5)

(6) 自宅を出発する前に必ず検温及び健康チェックを実施すること。

(7)

(8)

(9)

2．会場到着・ゲーム前

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

３．ゲーム中

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

４．観戦・応援

(1) 観戦（入場）を希望される方は、選手１名につき１名までとします。但し、感染状況により変更する場合があります。（※大会要項による)

(2)

(3)

５．ゲーム後

(1)

　　

(2)

　

(3)

(4)

(5)

６．帰宅後

(1)

(2)

７．その他

(1)

(2)

(3)

ベンチでの応援は拍手のみとし、大きな声による指示や応援は厳禁とする。

プレー中以外は、マスクの着用を厳守すること。

ＴＯ等を担当するチームは、全員マスク着用を厳守し、終了後は自チームが使用した椅子・ＴＯ器具・モップ等の消毒を行い、速やかにフ
ロアから退場すること。

上記（２）の消毒に使用する除菌シートは、主催者で準備します。

※選手交代等でベンチに戻った時は、速やかにマスクを着用すること。

ゲーム中の不必要な身体接触（握手・ハイタッチなど）は、飛沫感染防止の観点から意識して行わないようにすること。

マスク着用を厳守して頂き、絶対に大きな声を出さないでください。

大人数での応援や声援は自粛してください。

試合をした両チームは、自チームが使用した椅子（交代席含む。）の消毒を行い、速やかにフロアから退場すること。
除菌シート等は、各チームで準備してください。（観戦席も含みます。）

フロアに入れるのは、エントリー選手・スタッフ・ＴＯ 及び 補助員・審判員・大会役員が原則です。

ベンチやコートサイドでは、ミーティングも含めてソーシャルディスタンスを守ること。

得点後や選手のプレイ中、インターバル時間等に行うチームパフォーマンスは行わないこと。

※プレイに一喜一憂して、思わず発生する感嘆の声やため息等を制限するものではありません。

ハーフタイムやタイムアウト時等でのベンチでの密集は避けること。

ドリンクなどは、回し飲みをしないこと。

会場内では、必ずマスクをすること。（アップ・試合時は除く。）

ハーフタイムのコートを使ったウォーミングアップは原則禁止とします。（※大会要項による。）

チーム責任者は会場到着後、すぐ受付に自チーム関係者（観戦希望の保護者等含む全員）の「①健康チェックシート＆②参加者名
簿」を提出すること。又、同時に参加者名簿に記載された方、全員の検温を受付にて実施すること。

受付や出入口には手指消毒用アルコールを設置しますので、手指の消毒を行ってから場内に入ること。

次の試合のチームは、前のゲーム終了後、消毒が終わって前試合のチームが退場した後に入場すること。

ウォーミングアップ中は、マスクを外してもよい。ただし、声だしやパフォーマンスは厳禁とする。

　大会を開催するにあたり、周南市バスケットボール協会として、最善と思われる準備をして運営に臨みたいと思っています 。

　このような状況を踏まえ大会の準備・実施・事後処理に至るまで、参加するすべての皆様の安心安全を確保しつつ、本大会を無事に終了さ

　せるためには、参加される皆様のご理解とご協力が必要不可欠です。

　つきましては、以下の申し合わせ事項を熟読の上、厳守いただきますようお願いいたします。

　なお、今後の社会状況、感染状況の変化により、急遽対応を変更すること、または大会を中止することも考えられますのでご承知おきください。

新型コロナウイルス感染症対策申し合わせ事項

　本大会の大会運営にご協力いただきますよう併せてお願いいた します。

選手（保護者）・コーチ・FAコーチ他は、新型コロナウイルス感染症に感染する リスク ・濃厚接触 する リスクを 認識 し、各自で 事業の
参加を判断してください。判断に基づいて不参加の選択をされた場合は、誹謗中傷はしないでください。

チーム関係者及び観戦者は、大会14日前から健康チェックを実施し、感染の疑い及び濃厚接触の可能性がないと認められる方のみが
参加できます。
（例）事業の参加１４日前より、飲食を伴う懇親会等の感染リスクがある事に参加しない等（同居の家族も含む。）

「①健康チェックシート・②参加者名簿」に必要事項を記載し、提出してください。

添付の①健康チェックシートに記載された、「健康チェックシート記載の目的と同意について」を熟読して頂き、個人情報の取扱他に対し
てご理解をお願いします。

チームで必要なコロナ感染対策用品は、各チームで準備をすること。

２日間参加の場合は、２日目も「①健康チェックシート＆②参加者名簿」を提出すること。
尚、健康チェックシートに基いて体調不良等ある方や、記載内容について「不備」や「同意」されない方は参加できません。

当日発熱が認められる場合、咳やのどの痛み、倦怠感などの風邪の症状が見られる場合は、参加しないでください。

自身はもとよりご家族の中で、体調不安や体調不良がある方がいる場合は、参加しないでください。

使用後のマスクや口・鼻のまわりを拭いたティッシュペーパー、タオル等については、持ち帰り用ビニール袋を用意し、各自が持ち帰ること。

その日の試合やTOが全て終了したチームは、速やかに帰宅すること。

帰宅後は、各自検温を実施し、体調確認をすること。

大会後、２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、速やかに事務局に報告すること。

チーム活動や試合等へ参加したいために、虚偽の報告を行わないようお願いします。各人が正しい報告ができる環境を作って下さい。

審判は笛の代わりに、電子ホイッスルを使用してもよい。

審判はホイッスルカバーの使用を必須とします。又、レフェリーマスク着用を推奨します。



(4)

(5) 最後に…バスケットボールを支えてくださる全ての皆様へ、現時点では様々な感染対策を講じたとしても、感染リスクをゼロに
することはできません。そして、感染することは悪ではありません。感染に関わる差別、誹謗中傷、不当な取扱いは絶対にやめ
ましょう。
周南市バスケットボール協会では、バスケットボールを愛し、支えてくださる全ての皆様のご理解とご協力をいただき、安心・安
全に大会が開催されるようこの感染対策申合せ事項を「バスケをするために絶対守ろう」をスローガンにし、最大限の努力を致
したいと考えます。

バスケットボールができることに感謝し、この困難な時代を乗り越え、「バスケで日本を元気に！」を発信していきましょう。

これらすべてを実施しても感染リスクをゼロにすることはできない点を理解した上で、チーム内で検討し参加を決定してください。又、この
感染対策申し合わせ事項を参加される全ての関係者へ周知してください。



〒

電話

監督

Ａ・コーチ

ﾕﾆﾌｫｰﾑ
No.

年齢

※１　[住所・勤務先・学校名・チーム名等]欄には、登録区分に該当する内容を記入してください。

※２　[登録区分]欄には、下記の区分の番号を記入してください。

①市内在住　②市内在勤　③市内在学　④市内学校出身者　⑤市内チーム所属（①～④以外の人）

JBA登録 級

備考

JBA登録 級

備考
帯同審判員氏名 公認級

上記のとおり参加料を添えて申込ます。 令和４年    月    　日

帯同審判員氏名 公認級

選手名 住所・勤務先・学校名・チーム名等(※１)
登録区分

(※２)

コーチ

マネージャー

住　　所

携帯電話

e-mail(ﾊﾟｿｺﾝ)

令和４年度　周南市会長杯バスケットボール大会参加申込書

チーム名

連絡責任者 組合せ通知方法



 2022/5/22REV

＜基本情報＞

参加者区分 チーム名

フリガナ 生年月日

電話番号

Eメール

アドレス

住所

＜大会当日までの体温＞ ※「日付」欄は、大会日のみ入力すると２週間分の日付が表示されます。

日付 起床時体温 日付 起床時体温 日付 起床時体温 日付 起床時体温

3/5(日) ℃ 3/9(木) ℃ 3/13(月) ℃ 3/17(金) ℃

3/6(月) ℃ 3/10(金) ℃ 3/14(火) ℃ 3/18(土) ℃

3/7(火) ℃ 3/11(土) ℃ 3/15(水) ℃ 3/19(日) ℃

3/8(水) ℃ 3/12(日) ℃ 3/16(木) ℃ 会場当日 ℃

＜大会前２週間における健康状態＞　　※該当するものに「✓」を記入してください。

チェック欄

（大会参加者が未成年の場合）保護者　同意確認欄

保護者　氏名

任意

電話番号 ｅメールアドレス

④　臭覚や味覚の異常がない

⑤　体が重く感じる、疲れやすい等がない

⑥　新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がない

⑦　同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいない

⑧　過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航また

は当該在住者との濃厚接触がない

〒

チェック項目

①　平熱を超える発熱がない

②　咳（せき）、のどの痛みなどの　風邪症状がない

③　だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がない

 競技者・チームスタッフ・審判員・主催者スタッフ・観戦者

氏名
任意

周南市バスケットボール協会

西暦　　　　　　年　　　　月　　　　日

⑨　その他、気になること（以下に自由記述）

同意確認欄

・私は、「新型コロナウイルス感染対策ガイドライン」遵守および個人情報の取扱い他について、上記の事項を確認のうえ同意いたします。

大会参加本人氏名： ㊞　　（※自署または押印）

健康チェックシート及び「新型コロナウイルス感染対策申合せ事項」遵守に関す同意書および個人情報
の取得・利用に関する同意書（参加者用）

本健康チェックシート及び同意書は、周南市バスケットボール協会が開催する各種大会において新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、参加者の健康状態

の把握及び、大会参加にあたり下記の内容について同意されている事を確認することを目的としています。

①周南市バスケットボール協会より提示された「新型コロナウイルス感染対申合せ事項」の記載内容の遵守。

②主催者が取得した個人情報は、あらかじめ本人の同意がある場合又は法律上公的機関への届出提出が必要な場合を除いて、第三者への開示や提供をいたしません。

③貴殿の個人情報を、周南市バスケットボール協会に提供されるか否かは貴殿のご判断によります。ただし、個人情報を提供されない場合には、周南市バスケット

ボール協会主催の大会へ参加できませんのであらかじめご了承ください。

④大会期間中において、新型コロナウイルス感染対策申し合わせ事項が遵守されていない状況が確認された場合は退場を勧告し、または参加資格を取り消します。

⓹新型コロナウイルス感染症と疑われる体調不良者が発生した際は、試合中であったとしても出場資格を取り消す場合があります。また、大会中に出場チーム（対戦

相手チームの場合もある）に濃厚接触者や感染疑いが生じた場合は、出場辞退を勧告し、または参加資格を取り消す場合があります。

㊞　　（※自署または押印）

主催責任者確認日 西暦　　　　　　年　　　　月　　　　日



提出日： 2023/　　/
カテゴリー 連絡先

社会人

№ 参加者区分 背番号 当日朝の検温
健康チェックシート内容の結果及
び内容の同意の提出の有無

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

　令和４年度　周南市会長杯バスケットボール大会参加者名簿

チーム名 責任者名

氏　名



23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45



提出日： 2022/12/4
カテゴリー 連絡先

社会人 090-1234-5678

№ 参加者区分 背番号 当日の検温
健康チェックシート内容の結果及

び同意書同意の有無

1 コーチ ○

2 チームスタッフ ×

3 競技者 4 ○

4 競技者 5 ○

5 競技者 6 ○

6 競技者 7 ○

7 競技者 8 ○

8 競技者 9 ○

9 競技者 10 ○

10 観戦者 ○

11 観戦者 ○

12 観戦者 ○

13

14

15

16

17

18

19

20

戸田　三郎

周陽　一郎

須々万　太一

徳山　大輔

徳山　花子

周南　さざえ

周南　太郎

周南　次郎

新南陽　一郎

新南陽　二郎

徳山　一郎

徳山　二郎

（記入例）　令和４年度　周南市会長杯バスケットボール大会参加者名簿

チーム名 責任者名

周南クラブ 周南　太郎

氏　名


