
２０１９ 山形県U15クラブバスケットボールリーグ（Y.LEAGUE）要項 

 

 

主催 山形県バスケットボール協会 

 

主管 山形県バスケットボール協会 U-15 委員会 クラブバスケットボール担当 

 
期日 2019 年 前期：9 月〜11 月（U15）、後期 1 月〜3 月（U14/U15） 
   ※年度によって変更する場合があります。 
 
会場  山辺町総合体育館 他 
 
① 大会理念 
1. バスケットボールの普及・強化によりバスケットボール人口の増加を図る。 
2. 少年、少女たちの心身の健全な発達を促し、将来の日本のバスケットボール界を担い国際

大会で活躍できる選手の育成を目指す。 
3. 高度なバスケットボールの知識・経験に基づく質の高いコーチングを普及することでコー

チの質と尊厳の向上に努める。 
4. 質の高い審判員を育成・普及し、審判をリスペクトする態度を育むことで審判員の質と尊

厳の向上に努める。 
5. バスケットボールに携わる職を確保することでバスケットボールに関わる人々の社会貢献

活動の場を提供する。 

 

② 大会目的 
1. 拮抗したゲームを多くして、選手・指導者の成長を促す。 
2. 登録しているチームに、一定の公式試合数を確保する。 

※2018 U12/U15/U18 リーグ戦実施ガイドライン参照 
 
③ 大会趣旨 
 山形県 U15 プレ選手権（以下「U15 選手権」と呼ぶ）に出場をするチームと U15 JAPAN CLUB 
BASKETBALL GAMES（以下「全国大会」と呼ぶ）に出場するチームを選出する。 
 Y.LEAGUE から U15 選手権に出場できるチームは、前期リーグで上位男女各２チームとし、

全国大会出場権は男女優勝チームとする。但し、全国 U15 選手権と全国大会の２大会共出場す

ることはできない。 
 2019 年度の U15 選手権は、2019 年 12 月 7 日（土）置賜地区にて開催。 
 2019 年度の全国 Jr.クラブバスケットボール大会は、2020 年 1 月初旬、愛知県にて開催。 
  2019 年度の全国 U15 選手権大会は３月２６日〜２９日に東京都調布市にて開催。 



 

 

④ 試合数 
 年間１０〜２０試合以上（前期・後期の２回に分けて行う予定） 
 
⑤ グループ分け 
 2019 年度現在、チーム数が少ないため１つのリーグで行う。 
 チーム数が増えた場合、前年度の成績等を参考にし、グループ分けを行う。 
 
⑥ 試合詳細 

〈前期〉 
第1節  ９月 １日（日）  8:30-17:00 山辺町総合体育館 
第2節  ９月 ７日（土）  8:30-17:00 山辺町総合体育館 
第3節 １０月 ５日（土）  8:30-17:00 米沢市立第七中学校 
第4節 １０月２０日（日）  8:30-17:00 山辺町総合体育館 
第5節 １１月 ４日（月）  8:30-17:00 山辺町総合体育館 
第6節 １１月１６日（土）  8:30-17:00 山辺町総合体育館 

 
  〈後期〉 

第7節 １月１９日（日）   調整中 
第8節 ２月 ９日（日）   調整中 
第9節 ３月 １日（日）   調整中 
 ※年度によって変更する場合がある 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

大会実施運営規定 
① 競技方法 
 リーグ戦方式とする。１日２試合保証、その他交流戦も検討。 
 
② 競技規則 
1. 現行の日本バスケットボール競技規則による。 
2. 延長戦は行わない。 

 
③ 試合時間 
 ８−２—８−１０—８−２−８（４Q）、試合間は１０分。 
 但し、会場の使用時間に応じて変更する場合がある。 
 
④ 参加資格 
1. 本リーグ戦に賛同できるチーム 
2. 本リーグ戦出場は山形県のチーム（B ユース・クラブ・中学校）とする。 
3. JBA へチーム登録・競技者登録を行っていること。 
4. チームスタッッフに JBA コーチライセンス E 級以上、帯同審判員 E 級以上の資格保持者が

帯同できること。 
5. U15 クラブチームはチーム規約を山形県バスケットボール協会に提出すること。 
 
⑤ 参加費 
 〈前期〉 １チーム：２０，０００円（男女別） 
 〈後期〉 １チーム：未定（男女別）※参加チームによる。 
  ※支払いはリーグ戦初日に現金支払い 
 
⑥ 組み合わせ 
 主催者側が昨年度の順位等を参考にし、スケジュールを組み調整をする。 
 ※場合によっては、試合していないチーム同士で自主的にしてもらう可能性もあります。 
 
⑦ ベンチ 
1. 試合開始前に各チームが TO にベンチ入りメンバーを申告し、スコアシートに記入すること

で、その試合の選手登録とする。なお、ベンチ入りメンバーは、選手１５名以内とする。 
2. オフィシャル席に向かって右側を淡色のチームとする。 
 
⑧ ユニフォーム 
  JBA が定める最新の「ユニフォーム規定」を適用する。 



 

 

⑨ 審判・TO 
1. 審判は、チーム帯同制を基本とする。原則ライセンスを所有する者または資格取得中の者

を帯同審判として用意すること。試合時は審判着の着用をする。 
2. TO について、各試合１チームによる割当てを基本とする。 
 
⑩ 試合エントリー 

試合前に本部に、【※チーム所属競技者一覧表】を必ず提出する。 
※TEAM JBA から印刷をする。（マイチーム→チームメンバー詳細→メンバー表出力） 
 

⑪ 移籍について 
1. 中学校部活、クラブチーム、B クラブユースのいずれかに登録を行った後は、何度内に１回

のみ移籍を認める。 
2. 移籍手続きは、随時認めることとする。 

ただし、県協会の承認がおり、【チーム所属競技者一覧表】に反映されなければ出場は不可。 
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⑫ 違反行為への処分 
二重登録の発覚、JBA 未登録者の出場などの登録上の不備が発覚した場合、該当チームは、

リーグ期間中のゲームはすべて 20-0 で敗戦の結果とする。 
 

⑬ リーグ戦順位決定方法 
  順位の決定については勝ち点制とし、勝ち：３点、同点：１点、負け・没収試合：０点とす

る（延長戦は行わない）。勝ち点が並んだ場合は下記の順位決定方式で決定します。 
1. 当該チーム間で対戦した全てのゲームにおいて勝率が高いクラブ 
2. 当該チーム間で対戦した全てのゲームにおいて得失点差が多いクラブ 
3. 当該クラブ間で対戦した全てのゲームにおいて 1 試合あたりの平均得点数が多いクラブ

※3 クラブ以上ある場合は、当該クラブ間で対戦したすべてのゲームが対象） 

 
⑭ 昇降格 

2019 年度現在、チーム数が増え次第検討する。 
 
 
 
 
 



 

 

 
⑮ 申込方法 

事務局に参加希望の申し入れをメールもしくは、電話にてご連絡をし、メンバー表を提出。 
  《事務局》 

〒９９０−００２５ 山形市あこや町１−２−４ 
TEL 023-664-3646  FAX 023-664-3647  Mail:kei-tanaka818@ozzio.jp 
株式会社 パスラボ 田中 慶  

 
⑯ 申込締め切り 

前期：2019 年 7 月 31 日（水）21:00 まで 
  後期：2019 年 10 月 31 日（木）21:00 まで 
 
⑰ エントリー締め切り 

前期：2019 年 8 月 31 日（日）21:00 まで 
後期：2020 年 1 月 12 日（日）21:00 まで 

 
⑱ その他 
1. 大会期間中のケガ、病気について主催者側は一切の責任を負わない。 
2. 保険については、各チームで必ず加入すること。 
3. 本リーグ戦の認知活動は、各チームが積極的に行う。 
4. 選手ファーストに努めることを徹底する。 
5. 試合中のコーチ・保護者による選手への暴言は禁ずる。 
6. 参加チームは、会場美化に努め、ごみの持ち帰り、持ち物の管理を徹底する。 
7. 本リーグ戦への参加は山形県 U15 選手権の参加の必須条件となります。 
 


