
第 8 回 3x3 日本選手権エリア大会新潟県予選会 

大会要項 

   

1. 大会名  第 8 回 3x3 日本選手権エリア大会新潟県予選会 

（英語表記：8th 3x3 Japan Championships Niigata Qualifier） 

   

2 主催 一般財団法人 新潟県バスケットボール協会 

  

3 主管 一般財団法人 新潟県バスケットボール協会 3x3 委員会   

   

4 協賛 未定 

  

5 後援 未定 

   

6 期日 2021 年 11 月６ 日（土）  

   

7. 会場  アップルスポーツカレッジ体育館 (旧開志学園体育館) 

 〒950-0862 新潟市東区竹尾 621‐3 

 

8. 募集チーム   

午前：①U-18 男子 ②U-18 女子 

午後：③OPEN 男子 ④OPEN 女子 

※全カテゴリー男女とも６チーム募集。 

※募集チームが上記を超えた場合、大会本部による責任抽選とし出場を決める。 

※募集チームが 3 チームに満たない場合、該当カテゴリーの試合は開催しない。 

なお、その場合にはエリア大会出場チームは大会本部にて推薦する。 

 

9. 優勝チーム(推薦チーム)について 

 3x3 日本選手権中日本エリア大会へ新潟県代表として参加する。 

  第８回 3×3日本選手権エリア大会 U18 2021 年 11 月 21 日 会場：岐阜県 

大垣市総合体育館 

OPEN 2022 年 1 月 16 日 会場：岐阜県 

やまと総合センター 

 

 



10. 出場チーム資格   

(1)チームの１人以上が新潟県内に在住をしている。 

(2)他都道府県予選大会に出場していないこと。 

 

11. チーム人員   

(1) 1 チーム選手 4 名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。  

(5)チームスタッフとして２名まで登録することが出来る。(保護者も可) 

 

12. 出場選手資格   

(1)[U-18] 2003 年 1 月 1 日以前に生まれた者。当該者は保護者の同意書を必要とする。 

  (別紙同意書を大会当日に受付にて提出することとする。)  

(2) TEAM JBA の 3x3 登録が完了していること。  

(3) FIBA 3x3 Planet に競技者が完了していること。  

追記)「TEAM JBA」「FIBA 3x3Planet」の登録方法は以下の URL をご確認ください。 

   http://3x3.japanbasketball.jp/players 

 

 

13. 競技方法   

(1)FIBA 3x3 競技規則に基づく。 ※以下競技規則 PDF 

  http://3x3.japanbasketball.jp/doc/3x3_rules_2019_simple.pdf 

(2)リーグ戦を行い、リーグ戦の結果に基づきトーナメントにて順位を決定する。  

 ※申込チーム数により(2)を変更する可能性がある。 

 

   

14. 申込方法及び期日 

【期日】 202１ 年 10 月 29 日（金） 23:59 まで  

【申込方法】下記メールアドレスに提出書類データを添付の上申し込みを期日まで済ませ

ること。 

niigata3x3basketball@gmail.com 

提出書類 

(1)「参加申込書」(新潟県協会 HP からダウンロード エクセルデータ) 

※FIBA3x3Planet の競技者登録名と、登録したメールアドレスが必要。 

http://3x3.japanbasketball.jp/players
http://3x3.japanbasketball.jp/doc/3x3_rules_2019_simple.pdf
mailto:niigata3x3basketball@gmail.com


大会当日提出書類 

(1)選手参加承諾書 (新潟県協会 HP 関係者書式ダウンロードから) 

  チーム関係者受付チェックシート (新潟県協会 HP 関係者書式ダウンロードから) 

(2)【U-18】参加同意者(新潟県協会 HP からダウンロード) 

       【担当】  〒942-8505  上越市西本町 4-20-1 

           県立直江津中等教育学校  齋木 陽介 宛 

            TEL ０２５－５４３－２３２８ 

            FAX ０２５－５４５－１６７６ 

            携帯 ０９０－１６１４－８８８２ 

    

        〒950-0914  新潟市中央区紫竹山 1-10-17 

    nBb-1on1   藤村 伊吹 宛 

    TEL ０２５－２４８－９１０１ 

    FAX ０２５－２４８－４１０１ 

    携帯 ０９０－９２０７－８６４０ 

 

15. 参加料  

OPEN 男子・女子 5,000 円 U18 男子・女子  4,000 円 

参加チームは上記【期日】までに参加料を下記、振り込み口座へ納入する。 

振り込み依頼人はチーム名として、振り込み手数料は貴チームにてご負担下さい。 

大会参加領収書については振り込み時の領収書をもって代えさせていただきます。 

 

       【振込先】     

金融機関：第四北越銀行    店名：関屋支店   預金種別：普通 

口座番号：２０３６１５３    

口座名称：一般財団法人新潟県バスケットボール協会 

 

16. 組合せ   

新潟県バスケットボール協会の責任抽選とする。 

 

１7. 組合せ発表   

   新潟県バスケットボール協会のホームページにて発表。  

   

18．使用球   

FIBA 3x3 Official 3ｘ3 リベルトリア 5000（モルテン社製）  

 



19. エントリー変更  

選手のエントリー変更は認めない。但し、やむを得ない場合（病気・怪我・ 

不慮の事故等）は、事前に【担当】に申し出ること。  

   

20. ユニフォーム   

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。（リバーシブルシャツ可）  

(2) シャツは、パンツと同様に前後同じ主となる色でデザインされたもの。  

(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。  

 

21. その他  

(1)参加チームは受付時間内に受付を済ませること。  

(2)チームの代表者は、注意事項をチーム全員及び応援者にも周知徹底しておくこと。  

(3)試合開始時刻までにメンバーが揃わない場合は棄権とみなす。 

(4)ベンチには選手以外は入ることができない。  

(5)競技中に発生した傷害については主催者で応急処置を行うが、必要に応じて医療機関を

手配することは可能。 但し、その後の責任は負わないので、当日は各自健康保険証を持参

すること。  

(6)次の行為を行ったチームは、主催者の判断により、失格処分となる場合がある。  

■試合中の危険なプレイ、故意の反則、マナー違反、その他大会運営に支障をきたす行為 

(7)貴重品は各自で保管・管理すること。  

(8)本大会中に撮影された写真・映像・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。 

(9)会場内での飲食は禁止する。  

(10)すべてのゴミは各チームで責任を持って持ち帰ることとする。 

 

 

 

 

 



22. コロナ感染防止対策及び対応について 

(1)今大会は「無観客」で試合を行う。 

(2)大会に参加する際、必ず新潟県協会 HP 競技運営ガイドライン(10.8)を一読し、遵守す

ること。 

(3) 選手・スタッフ・審判・競技役員は大会日２週間前からのコンディショニングを確実に

行い、当協会ホームページからダウンロードした「ＮＢＢＡコンディショニングチェック表」

に所要事項を記入し、大会前日の１２時までに nbba.covid_19@niigata-basketball.jp   

送信すること。 

(4) 会場入場時に、健康チェックシート（選手参加承諾書）を提出し、全員の検温を行い、 

３７．５度以上あった場合は入場を不可とし、当該チームは試合をすることはできない。 

また、競技会開催日の４日前に３７．５度以上の発熱があった場合は、参加することはでき

ない。（ワクチン接種で、発熱があった場合を想定しており、コロナによるものかの判断が

できないため。）  

(5)マスクの着用を義務付ける。(試合時以外) 

(6)体調が良くない場合、同居家族や身近な人に感染が疑われる場合は参加を不可とする。 

(7)4・6 に該当するチームは試合を辞退し対戦相手の不戦勝とする。 

(8)大会前に棄権となったチームの参加費は全額返金をする。 

(9)コロナ対応にかかわる今大会の実施の判断は、新潟県バスケットボール協会 COVID-19

対策委員会と 3x3 委員会が協議の上判断とする。 

 

 


