
- 0 - 

 
 

 

202２年度 

第 77 回北海道バスケットボール総合選手権大会 
兼 第９８回天皇杯・第８９回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会都道府県代表決定戦 

 

 

 

出場チームハンドブック 
        〔Ver.1〕 

                   

 

 

 

 

 

                         

日 程：2022 年 8月 27日（土）～ 28日（日） 

 

 会 場：江別市民体育館・札幌市厚別区体育館 
 

 

 

     主 催・主 管：一般財団法人  北海道バスケットボール協会 

   

      

【2022.8.18 改定版】 

 

 



- 1 - 

 

 

 

 

 

目   次 

 

 

 

出場チームハンドブック（Ver01） 

 

・目次                                       P1    

 

・緊急対策本部体制図                                P2    

 

・緊急感染リスク回避について                            P3    

 

・男子・女子組合せ表                                P4～5   

 

・大会に参加いただく方へのご注意とご連絡について                  P6～9  

 

・会場図                                             P10～12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

第 77 回 北海道バスケットボール総合選手権大会 

兼 第９８回天皇杯・第８９回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会都道府県代表決定戦 

 

《緊急対策本部体制図》   

 

 
 

大会統括責任者 

森野専務理事 

 

 

入場時・再入場時感染対応 

総務委員会 

発熱等発症者対応 

スポーツ医科学委員会 

競技会場内感染対策 

競技会委員会 

 

 

緊急対策本部連絡先 

森岡競技会委員会委員長 

０９０－７５１８－５０７３ 

 

 

チーム連絡責任者 

 

 

 

■コロナ感染症感染防止対策基本方針 

１．標記大会の実施は、本大会「新型コロナ感染拡大予防ガイドライン」ならびに「「新型コロナ 

ウイルス感染症ガイドライン「第10号通知（2022年5月31日作成）」など関係省庁から  

の感染対策ガイドラインを遵守し、参加者の生命・安心・安全を最優先とし感染リスクを最大 

限に排除した運営を目指します。本対策本部は「陽性者/濃厚接触者/体調不良者」等が発生した 

際、関係各所と連絡調整し、大会運営の迅速な対処方針を決定する機関とします。 

 

２．参加チームの連絡責任者の設置および責務について 

 ① 参加チームは連絡責任者を設置してください。 

 ② 本対策本部はチーム連絡責任者と迅速な連絡が取れることに配慮する。 

 ③ 参加チームの連絡責任者は、大会前・期間中・大会後に体調不良者、コロナ感染陽性者ならび 

に濃厚接触者が発生した際、速やかにHBAへ報告する義務があります。 

 

３．大会参加・入場者に関して 

 ① 入場者全員の検温を実施し、「健康チェックシート」「利用者名簿」の提出、記載内容を確認 

させて頂き発熱・体調不良等の出現および記載内容に不備等が認められた場合、大会参加ならび 

に入場をお断りする場合があります。 

 ② 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がおり接触が認められた場合、入場は出来ません。 

 

４．施設利用中（競技会中）に発熱や体調不良者が発生した場合、本対策本部に申し出るととも 

に、速やかに医師・看護師等に相談、受診して下さい。対策本部は状況を把握し、必要に応じ 

該当者の隔離、退出又は競技会を一時中断あるいは競技会の中止等の対処方針を決定する。 
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2022 年 8 月 18 日 

                                   HBA コロナ感染対策本部 

参加チーム・関係者 各位 

 

参加者全員の総力でコロナ感染発症者ゼロ‼ 大会を成功させよう！ 

《対策の周知徹底を‼》 

 

※移動中の車内  バス・乗用車を問わず、車内マスク常時着用‼ 
          バス・乗用車を問わず、車内食事自粛‼ 「感染リスクが拡大」 

          バスの乗車率は、「60％」以内とする 
          乗用車の乗車率は、「80％」以内とする 
          バス・乗用車問わず、車内の会話を控える 

 
※食事(少人数)  原則、 会場内食事の禁止‼ 

黙食の徹底向かい合って食事禁止 勝ち上がりなど必要な場合」 

          飲食（アルコール）を伴う会食自粛‼ 

          何処でも、徹底したディスタンス確保‼ 

 
※宿泊施設内   同室者以外、室内での接触は、避ける‼ 
          館内全てにおいて、ディスタンスの確保‼ 
          チームＭＴＧ実施、ディスタンスと換気確保、マスク 

 
※ベンチ    顎マスクでの指示禁止‼ 
          指示する選手とのディスタンス確保、マスク着用‼ 
          ベンチ内、常時マスク着用‼  「メディカルエリア内を除く」 

 

※参加自粛判断  体調不良者 「感染が疑われる」 
            濃厚接触者「同居者・事業所などに陽性者発生」 

         コロナ罹患者の療養期間中 

             健康チエックシート 「正確な記述」 

  

  

※ 直近の大会において感染者が多数発生しております。今大会実施の実施可否検討しなけれ

ばならないような感染状況となっております。万全を尽くし実施できるよう、また、大会が

途中で中止にならないよう、参加者全員に周知し・感染防止対策を徹底しましょう。          
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「第 77 回北海道バスケットボール総合選手権大会」 

【大会に参加頂く方へのご注意とご連絡】 
             (一財)北海道バスケットボール協会 

 

本大会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のため、各チームの選手・スタッフの

方は感染対策に協力願います。今大会は施設の関係上、チームの控え場所確保が難しいため、

「原則無観客」での開催とさせて頂きます。 

※参加チームの入場は、「利用者名簿一覧」」と「健康チェックシート」を取りまとめて頂き、

ご入場下さい。名簿に記載のない方はご入場できません。「利用者名簿一覧」と「健康チェ

ックシート」は（一財）北海道バスケットボール協会ホームページよりダウンロードの上、

印刷してご利用下さい。 

※メディア関係の方は、北海道バスケットボール協会のホームページより、入場「事前申請

書」を手続きして下さい。本大会はリクルート関係者のご入場はご遠慮ください。 

１．大会前の交流などについて     

①練習試合・合同練習について 

大会の 2 日前（8 月 2５日～26 日）から他のチームとの練習試合や合同練習は行わな

いで下さい。 

２．入場について 

■江別市民体育館（8月 27日～28日）・厚別区体育館（8月 27日） 

試合 
試合開始 

予定時間 

入場 

受付時間 
チーム関係者 TOの入場 

第 1試合 9:30 8:30～ 
今大会はチームの控え場所を優先的

に確保するため「無観客」開催とさせて

頂きます。 

 

※小さなお子様（未就学児）のお世話を

する場合のみ入場を認めます。お子様

一人につき 1名のみとなります。その

際試合をやっているフロアへのご入

場、観戦はご遠慮下さい。各会場で指

定されている場所で待機願います。協

会役員がお子様の対応をすることはで

きませんのでご了承下さい。 
 

・TOを担当するチームは担当す

る試合のチームと同じ時間から

入場できます。他の選手と別々

に入場する場合は受付にてその

旨を伝えて下さい。 

 

※その際、先に入場される方が

全員分の名簿を提出して下さ

い。「健康チェックシート」は入場

される方の分をその都度ご提出

願います。 

第 2試合 11:10 9:10～ 

第 3試合 12:50 10：50～ 

第 4試合 14:30 12：30～ 

第 5試合 16:10 14：10～ 

 

①入場できるのは選手（エントリー15 名）、スタッフ（4 名以内）、トレーナー（1 名以内）
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の計 20 名までとします。スタッフやトレーナーは各業務を行う方とします。応援する目

的だけでのご入場はご遠慮願います。 

 

②各チームに駐車券を郵送します。駐車券のないお車は駐車できません。駐車券は入場時に

係員にご提示頂き、お車のダッシュボードの見えるところに置いて駐車して下さい。 

・駐車場は手狭となっており、台数に制限があります。江別体育館１チーム６台、厚別区

  体育館1チーム1台までとなります。また、指定された場所以外への駐車は絶対にしな

  いで下さい。 

・バスでのご来場は駐車場の確保はできません。会場前にて降車して頂き、バスは他の場所

に止めて頂くようにして下さい。ただし、江別会場はチームスタッフが運転するマイクロ

バスのみ駐車は可能です。事前に北海道バスケットボール協会事務局までご連絡下さい。 

    

③入場する際は、全員まとまって入場して下さい。 

※スタッフ（２名まで）先に入場、試合終了後も会場内へ残ることを認めます（勝ち残って

いる場合のみ）。選手が入場する際はスタッフが最低 1 名は一緒に入場して下さい。ある

いは選手と連絡を取り、選手入場の際は入口までおこし願います。選手のみの入場はで

きません。別々に入場する際は、必ず先に入場される方が全員分の「利用者名簿」をご提

出願います。「健康チェックシート」は各々が入場する際にご提出下さい。  

 

④「健康チェックシート」の未提出、未記入の場合は入場できません。発熱症状がある方が

いる場合、該当選手の他、チームの出場が認められない場合があります。入場時提出する

際は、「利用者名簿」の記載順と「健康チェックシート」の順番をそろえてから代表者（ス

タッフ）が先に入場し受付で確認後ご入場して頂きます。 

⑤会場入場の際に発熱症状等体調不良者の出現があった場合は入場ができません。その際の

待機場所や保護者などとの連絡先を確認しておいてください。    

⑥スタッフの方は、入場する際にチーム受付にてコーチライセンス（Ｄ級以上）の確認をさ

せて頂きます。コーチライセンス証をご準備して頂き、必ず本人が来て下さい。 

 ※ライセンス証の確認は、大会入場時の 1 回のみです。試合時はライセンス証を首からか  

けて指揮を執って下さい。 

⑦入場する際には、必ずマスクを着用して頂きます。試合に出場している選手以外はベンチ 

内でもマスクの着用して下さい。着用していない場合は審判や役員からお声をかけさせて 

頂きます。 

⑧一度試合会場から出る場合、再入場の際に再度検温と手指消毒をして頂きます。 

途中での退館や再入場の際はできるだけチームでまとまって行動して下さい。 

⑨更衣室は指定された場所を使用し、「三密」を避けてご使用願います。 

他のチームが使用している場合は、時間をずらしてご利用願います。 

⑩入場時には、外靴を入れるビニール袋などを準備して控え場所まで持って入場して下さい。 

 

⑪今大会はコロナ感染予防のため、無観客での開催となっております。やむを得ず小さなお
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子様（未就学児）がいる場合のみ、試合中そのお子様のお世話をする方の入場を認めます

（お子様 1 名につき 1 名以内）。その際は、お子様を含めまして選手と一緒にご入場願い

ます。「利用者名簿」にお世話をする方のお名前のご記入をお願いします。「健康チェック

シート」のご提出もお願いします。（お子様のお名前の記入と健康チェックシートは不要で

す） 

※試合を行っているフロアへの立入はできませんので、指定された場所で待機願います。 

※協会の役員がお子様のお世話をすることはできません。 

※ご家族などの応援者としての入場はできませんのでご理解願います。 

 

３．試合について 

①選手は試合前のアップと試合のプレイ中以外は、マスクの着用をお願いします。 

※交代後呼吸が苦しくマスク着用ができない場合はベンチ横の「メディカルエリア」で呼吸

を整えてからベンチに戻って下さい。メディカルエリアでの声出しはできません。 

※「メディカルエリア」はコロナ感染予防のため、マスクを着けずに呼吸を整えていただく

場所ですので、この場所での準備運動やトレーニングは行わないで下さい。 

②スタッフについても試合中はマスクを着用し、下にずらしたりして指示をだすことのない

ようにお願いします。 

③試合時の選手やスタッフ、審判間の握手などの行為はご遠慮下さい。マスクを着用してい

ても大声での応援は控えて下さい。        

④自分の試合前、試合後の観戦は指定された場所で行って下さい。 

※自分達の試合のビデオ撮影は競技フロアとチーム控え場所からとします。試合中フロア

内での撮影は自分のベンチの向かい側からの撮影のみとします。対戦相手などのスカウ

ティング用のビデオ撮影はチーム控え場所からの撮影のみとします。尚、撮影したもの

はチーム内での観賞にとどめて下さい。 

※撮影者が選手やスタッフの場合、ハーフ・クォータータイムやタイムアウト時以外にコー

トを移動しないで下さい。 

⑤チームが敗退した場合は更衣後速やかにご退館願います。勝ち残っているチームのスタッ

フ（2 名）までチーム控え場所に残ることを認めます。ただし、他の会場へ移動し観戦す

ることはできません。   

⑥試合の前後で待機する場合は、控え場所では十分にとなりの方と距離をとって下さい。 

館内での食事は控えて下さい。     

⑦試合は定刻開始とします。前の試合終了が遅れている場合は終了後から10分前とします。 

ベンチ内への荷物の搬入やご着席は消毒作業後に行って下さい。 

⑧試合球は、」主催者が準備します。（試合球モルテンＢＧ5000 男子 7 号球・女子 6 号

球） 

 

 



- 9 - 

４．その他 

①会場内でのお食事はできるだけご遠慮願います。どうしてもお食事をとる場合は試合に勝

ち会場内に残るチームのみとさせて頂きます。その際は、指定された場所で「黙食」にご協

力願います。 

②会場内の給水には限りがあります。試合中の飲料水は各自でご準備願います。また、アイ

シング用の氷についても会場でもらうことはできません。 

③密を避けるため開閉式は行いません。試合終了後、個人賞受賞者やチームの代表の方に賞

状などをお渡しします。 

※主催者からご案内させて頂きます。 

④コロナ感染予防のため、チームのお荷物は必ずお持ち帰り下さい。チームが勝ち残ってい

る場合でも館内には荷物は置いていかないで下さい。 

⑤ゴミはすべて持ち帰りとなります。施設内のゴミ箱には捨てないで下さい。 

 

５．大会開催に向けて 

①コロナウイルス感染者についての大会参加の基準は『ＨＢＡ新型コロナウイルス感染症ガ

イドライン（第 10 号通知）』を原則とします。 

②大会開催日前に参加チームの２０％が棄権した場合、主催者にて大会中止の審議をさせて

頂きます。また、ここに記載されている内容は感染状況などによって変更となる場合があ

ります。その際の宿泊先などのキャンセル料などは責任を負いません、ご了承願います。

     

③チームに風邪症状など体調不良者がいる場合は勝手な判断をせず必ず申し出て下さい。 

勝手な判断は対戦相手や施設にも大きな迷惑をかけることにつながります。場合によって

は自主的に棄権をして下さい。 

★コロナ関係での連絡先 ０９０－７５１８－５０７３ ※ショートメールでもいいです。 

（北海道バスケットボール協会 森岡競技会委員長 携帯）   

  

※試合結果の問い合わせや、一般の方の問い合わせには応じられません。連絡は必ずチーム

の代表者が行って下さい。     

※大会前日から大会終了までの連絡先ですので、それ以外には使用しないで下さい。 

※試合の申込み・選手変更・駐車券などについては（一財）北海道バスケットボール協会ま

でご連絡下さい。 「協会事務局 011-820-1632」 
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〇会場図 
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