
2021 山形県 U15 バスケットボールリーグ（Y.LEAGUE）「実施要項」 

 

1. 大会名称  山形県 U15 バスケットボールリーグ（Y.LEAGUE） 

 

2. 主 催   一般財団法人 山形県バスケットボール協会 

 

3. 主 管   一般財団法人 山形県バスケットボール協会 U15 委員会  

 

4. 後 援 （未定） 

 

5. 特別協賛 （未定） 

 

6. 協 賛 （未定） 

 

7. 目 的    より拮抗した試合を多くなるように、リーグ戦を構築し、U15 カテゴリー 

の選手に試合経験をつませ、山形県内 U15 カテゴリーの競技力向上及び選 

手・スタッフを育成し、バスケットボールに関わる人、チームの裾野拡 

大を図る。 

 

8. 期 日 〈プレリーグ〉２０２１年７月１１日（日）〜8 月 1 日（日）まで 

      〈本戦リーグ〉 ２０２１年 8 月２９日（日）〜12 月５日（日）まで 

 

9. 会 場   山辺町総合体育館 ほか 

       〈所在地〉〒990-0302 山形県東村山郡山辺町緑ヶ丘 1 丁目 

               TEL 0236-64-7263 

 

10. 大会方式  リーグ戦による総当たり方式（参加チーム数によって変更する場合がある） 

 

11. 競技規則   

(1)最新のバスケットボール競技規則（official Basketball Rule）による。 

但し、1 クォーター8 分とし、延長戦は行わない。 

(2)マンツーマンディフェンスの基準規則による。 

(3)ユニフォーム（ビブスも含む）は、公益材山法人日本バスケットボール協会の最新の 

ユニフォーム規則による。なお、B ユース所属のチームについては B リーグの 

ユニフォーム規定に準ずる。前後期の大会中に着用するユニフォーム番号を変更しない。 

※ただし、前期と後期で変更する場合はメンバーの入れ替え、ユニフォーム番号の変更

を認める。 

   ※２試合目以降のユニフォームの濃淡は相談により変更する場合がある。 

 

 



12. リーグ戦規定  

(1)試合について 

①前期リーグで全国 U15 選手権山形県予選会のシード権（1〜4 シード）を決める。 

②プレリーグの参加は自由である。（登録について問わないがスクール生として練習に 

参加している選手であることチーム名簿を提出すること） 

③すべての日程で１日２試合をできるだけ保障する。 

    ※プレリーグはハーフゲームもしくは３Q ゲームで行う場合もある。 

  (2)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、年度内 

に１回のみ移籍を認める。 

②移籍手続きは、202１年 8 月 31 日までは認めることとする。 

但し、県協会の承認がおりておらず、【チーム所属競技者一覧表】に反映されなければ

出場は不可も検討する。 

   ③後期新たなクラブ会員が増えた場合、参加を認める。 

   ※ただし、全国 U15 選手権への出場は 8 月 31 日まで移籍（クラブで JBA に登録）し 

ていて、クラブに所属していたメンバー（スクール生）のみとする。 

 (3)違反行為への処分 

①二重登録の発覚、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。 

(4)グループ分け 

①前年度の成績によりリーグ編成をする。但し、チーム数に応じて変動する。 

※１ ９チーム以内は総当たりのリーグ戦（前期） 

※２ １０チーム以上は４又は５チームのリーグ戦＆４チームのリーグ戦又はトーナ 

メント（後期）は負け同士の試合も行う。 

    ※U15 クラブリーグの優勝決定については前期・後期の総ポイントで決定する。 

     （検討必要） 

 ② 今年度は U14 及び５名の登録が満たなかったチームの育成リーグは実施しない。 

（U14 のチームは U14 県リーグに参加する。メンバーが５名満たないチームは 

 他のチームへの移籍を進める。年１回まで移籍可能） 

(5)昇降格 

①202１年度現在、チーム数が増え次第検討する。 

     (6)全国 U15 選手権山形予選会への出場枠 

①男女各１２チーム以内とする。 

②１０チーム以上の参加の場合、リーグ戦方法を取り決めしてからリーグ戦を開始する。 

 

13. リーグ戦順位決定 

勝ち点制とし、勝ち：２点、負け：１点・没収試合の負け：０点とする。 

勝ち点が並んだ場合は下記の順位決定方式で決定する。 

①当該チームの対戦での得失点差の大きい方  

②当該チームの対戦での得点数の大きい方 



③グループ内の全ゲームでの得失点差の大きい方 ◦グループ内の全ゲームでの得点数

の大きい方。以下 JBA 競技規則に準ずる。 

 

14. リーグ戦日程一覧〈プレリーグ〉 

プレ１節 202１年 7 月 11 日（日）山辺町民総合体育館 

※クラブ代表者会議・・・出場チーム予定の確認。 

プレ２節 202１年 8 月 1 日（日）山辺町民総合体育館 

※クラブ代表者会議・・・本戦リーグの組み合わせ確認。 

  〈本リーグ〉前期で全国 U15 選手権山形予選会のシード権を決定 

前期１節 2021 年 8 月２２日（日）櫛引スポーツセンター・朝日スポーツセンター（予約済） 

前期２節 2021 年 ８月２９日（日）山辺町民総合体育館（予約済）・明正高校（未定） 

前期３節 2021 年 ９月 ５日（日）櫛引スポーツセンター・朝日スポーツセンター 

前期４節 2021 年 ９月１２日（日）山辺町民総合体育館・明正高校（未定） 

後期５節 2021 年１２月 ５日（日）東根市中央運動公園体育館・（       ） 

後期６節 2021 年 1２月１２日（日）山辺町民総合体育館・明正高校（未定） 

 

15. 出場チーム  B ユースチーム（パスラボ山形ワイヴァンズ）・クラブチーム 

 

16. 参加資格      

 (1)参加チーム 

①202１年度において、山形県バスケットボール協会を経て、公益財団法人日本バスケ 

ットボール協会 U15 カテゴリーに加盟が認められたチームであること。 

(2)競技者登録 

①202１年度において、山形県バスケットボール協会を経て、公益財団法人日本バスケ 

ットボール協会 U15 カテゴリーに加盟が認められたチームに登録された競技者であ 

ること。 

②年齢は、202１年 4 月 1 日時点で 10 歳以上 15 歳未満とする。但し、202１年 4 

月 1 日時点で 12 歳未満の競技者は各チーム 2 名以内のエントリーを認める。 

(3)コーチ／チーム責任者 

①ベンチで指揮をと執るコーチは JBA 公認 E 級以上を保有していること。 

 ※ただし、全国 U15 選手権大会及び JAPAN CLUB BASKETBALL GAME S は 

D 級以上となるため、チーム内のスタッフで D 級以上を保有していないチームは 

全国 U１５選手権山形予選会及び JAPAN CLUB BASKETBALL GAMES の予選 

会には出場はできない。 

②チーム責任者は、年齢が 202１年 4 月 2 日現在 20 歳以上の者で、チームを代表して 

対外的な窓口となり、参加にかかる手続き等ができること。また、チームに帯同し、 

チームの最終責任者として活動できる者であること。 

   ③帯同審判を手配し、リーグ戦２週間前には確定し、U1５クラブリーグ代表審判委員に 

伝えること。 

 



(4)審判 

①JBA 審判ライセンス D 級以上の資格を有する者が行う。 

②チームは帯同審判を準備すること。（２週間前にエントリーを完了する） 

※帯同審判が急な事情で都合がつかなくなった場合は、そのチームで補う。補えない場 

合はその節の試合を没収試合とする。 

   (5)その他 

①８月１日まで、各クラブはクラブ規約を U15 委員長まで提出すること。 

②８月１日まで、クラブチーム登録メンバー5 名以上揃えること。 

③８月１日まで、U15 クラブリーグの申し込みデータを申し込み先まで提出すること。 

 

17. チーム構成及びエントリー    

①1 チームの試合での登録は、スタッフ4 名以内（コーチ、アシスタントコーチ、 

チーム責任者、マネージャー、トレーナー、ドクタ等）、選手15 名以内とする。 

   ②U15Y.LEAGUEにおいては、参加申し込み（エントリー）では、同じチーム登録の 

選手（複数チームの場合でもエントリーをしっかり分ける）であれば、選手人数は制 

限しない。試合ごとのメンバー表提出により選手１５名での参加とする。 

※ただし、全国U15選手権では選手登録が１５名以内となるため、そのことを踏まえ 

てチーム構成を行うこと。 

③同じクラブチームが複数チームで出場申し込みをした場合は、参加申し込み時点での 

そのチームメンバーのみ全国U15選手権大会山形予選会への出場を認める。 

④本戦リーグにおいては、受付時に大会本部へ 

※【チーム所属競技者一覧表】とスコアシートへ貼る【メンバー表】を必ず提出する。 

ベンチには【チーム所属競技者一覧表】に記載されているスタッフと選手のみ入るこ 

とができる。 

※印刷方法（TEAM JBA →マイチーム→チームメンバー詳細→メンバー表 

   ⑤8 月 31 日以降のメンバー加入した場合、後期リーグ戦には参加できるが、全国 U15 

選手権山形予選会及び全国 U15 選手権大会には出場できない。JAPAN CLUB  

BASKETBALL GAMES には出場できる（ただし、２０２１年度の要項による。変更 

になる場合あり） 

 

18. 大会参加料   １日 5,000 円（暖房費など追加徴収が必要な場合あり） 

        ただし、1 日１試合の場合３０００円とする。 

 

19. 申し込み及び期日 

(1)申込方法 事務局に参加希望の申し入れをご連絡し、申込用紙を下記に郵送するととも 

  に、データをメールで送信する。また、試合当日にメンバー表を提出する。 

<申込先〉〒９９０－２３３５ 山形市蔵王南成沢３４番地 

              競技委員長 岡崎貴至(蔵王第一中学校） 

  TEL 023－６８８－２５１６   FAX ０２３－６８８－９０４６ 

E メールアドレス  t_okazaki@zaodai1-j.ymgt.ed.jp 



   (2)期日  ①プレリーグは、202１年６月１１日（金）までとする。 

②本戦リーグは、202１年７月３１日（土）までとする。 

 

19.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。 

※試合していないチーム同士で自主的にしてもらう場合もある。 

 

20.代表者会議  ２０２１年８月１日（日）１６：００〜 山辺町民総合体育館 会議室 

  及び      

打ち合わせ  大会期間中、朝会場準備後に代表者による打ち合わせを行う。 

         必要な時は試合終了後も打ち合わせを行う。 

 

21.開会式         今大会では開会式は行わない。 

 

22.閉会式     今大会では閉会式は行わない。 

 

23.ベ ン チ   組み合わせ番号の若いチームがテーブルオフィシャルズ向かって右側（淡） 

とする。 

 

20. 大会使用球   各チーム持ち寄りとする。 

 

21. そ の 他   保険について、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。各チームで必ず加入すること。 

各チーム新型コロナウィル感染防止対策を理解し出場すること。 

        新型コロナウイルス感染者が前期３節までに出た時、シード権の権利はどの

チームにも発生せず、全国 U15 選手権はフリー抽選とする。 

 

 


