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1．感染症防止対策会議の目的

2．感染症防止対策ガイドライン

3．発熱等、体調不良者が発生した場合の対応

4．チームの動きと確認事項・ＭＣ及びＴO業務の依頼について

5．健康チェックシート・利用者名簿 ６．各大会共通のお願い

北海道ブロック大会について
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北海道ブロック大会について



北海道規模で開催しているU12カテゴリーの大会

北海道ミニバスケットボール サマーフェスティバル
・ＨＢＡ主催／ｔｏｔｏ助成事業 ・７月末～８月上旬に開催（地区持ち回り）
・男女６４チーム参加 ・変則リーグ戦方式

北海道ブロック ミニバスケットボール大会
・ＪＢＡ主催／ＨＢＡ主催 ・２月中に開催（近接する４エリアで開催）
・北海道ミニバスケットボール大会に参加しないチームを対象とする
・変則リーグ戦方式 ・６年生を中学に繋ぐ試合機会を設ける

1．全国９ブロックで開催されている大会

北海道ミニバスケットボール大会
・ＨＢＡ主催／全国大会予選を兼ねる ・１月上旬～中旬に開催（札幌地区）
・男女６４チーム参加 ・トーナメント方式（２試合保障）

２．４７都道府県で開催されている全国大会予選

３．北海道独自で開催している大会



北海道ブロック大会
他ブロック

○○ブロック大会

Ａ県

Ｄ県 Ｅ県

Ｂ県 Ｃ県
旭川

道北大会

稚名留 北空知

道東大会 道南大会 道央大会

北海道ブロック大会の位置づけをご理解ください

北海道ブロック ミニバスケットボール大会
・ＪＢＡ主催／ＨＢＡ主催 ・２月中に開催（近接する４エリアで開催）
・北海道ミニバスケットボール大会に参加しないチームを対象とする
・変則リーグ戦方式 ・６年生を中学に繋ぐ試合機会を設ける



1．Ｕ12ブロック大会においては、プレータイムを確保することを導入する。

（『2021年度Ｕ12ブロック大会開催にあたって』 にてJBAより通達）

2．交流ゲームを含む、１試合の中でエントリー選手全員出場するよう配慮する。

3．プレータイムチェック表（様式指定）をチームが記載。主催者に報告する。

（交流ゲームは、ハーフタイム中にクロックを止めずに3分間実施する。）

（詳細は、後ほど説明いたします。）



1．感染症防止対策会議の目的



本会議の目的

保護者、指導者、運営委員など、この大
会に関わる全ての人が感染症防止対策を
行い、安心・安全な大会を子どもたちに
提供するために、共通理解を図ること。

JBAガイドライン第５版において、参加者に対
する感染対策を徹底させることが義務づけられ
ており、大会参加前の２週間が特に重視されて
くるため。本会議を設けるもの。



2．感染症防止対策ガイドライン



感染対策ガイドライン

道北大会



感染対策徹底のお願い

道北大会



3．発熱等、体調不良者の発生時の対応



チーム内で発熱などの
体調不良者が発生した場合

＜対応①＞

〇体調不良者はチームと別行動とする

〇関係各所をチーム関係者が消毒作業する

〇できるだけ早く退館する

会場で体調不良者が発生



〇初日の当該チームの試合は中止（棄権）

大会初日朝（試合開始までに）発症

チーム内で発熱などの
体調不良者が発生した場合

＜対応②＞



〇２日目の当該チームの試合は中止（棄権）

〇初日対戦したチームも２日目の試合は中止（棄権）

〇初日の試合を担当した審判は２日目の担当なし

（帯同審判だった場合は、原則自チームのベンチには

入れないこととするが、関係機関と協議する）

初日夜（試合後）発症、または
２日目朝（試合開始までに）発症

チーム内で発熱などの
体調不良者が発生した場合

＜対応③＞ 道北大会



〇その試合は一時中断、対応について大会運営本部で協議を行う
〇体調不良者はチームと別行動とする
〇対戦チームの子どもたちと保護者を観覧席へ戻す
〇自チームの子どもたちを観覧席へ戻す

〇自チームの保護者で消毒作業を行う
〇その後の対応についても、大会運営本部で協議を行う
〇その試合を担当していた審判は翌日以降の担当なし

（帯同審判だった場合は、原則自チームのベンチには
入れないこととするが、関係機関と協議する）

試合中に発熱などの体調不良者発生時

チーム内で発熱などの
体調不良者が発生した場合

＜対応④＞



参加チームへの
ＭＣ及びＴO業務の
依頼について

参加チームにＭＣをお願いすることが

あります。

参加チームにＴO業務をお願いすること

があります。



4．チームの動きと確認事項



各チームの基本的な動き

入館：試合開始１時間前から２０分間

アップ：試合開始３０分前から

試合（１時間）

観覧席及び控室の使用時間、退館時間

については、会場ごとに異なりますので、

「チームの動き」でご確認ください。



チームの動き

道央大会



確認事項①

ユニフォームは着て入館してください。
試合後は更衣場所を用意していますので、
指定された場所で着替えを行ってくださ
い。また、使用したあとは、チームで責
任をもって換気・消毒をお願いします。

着替え



確認事項②

食事中はマスクをはずすため、感染リスク
が高まります。必要最低限とするため、会場
で昼食をとれるかどうかは、こちらから指定
します。認められたときのみ、観覧席でお願
いします。食事前後の手洗い、黙食を徹底し
てください。昼食ででたものも含め、ごみは
全て持ち帰りです。

昼食



確認事項③

観覧席・控室につきましては、各会場の
「会場動線図」「チームの動き」にてご確
認ください。

観覧席・控室を空ける前に、使用した箇
所の消毒を徹底して ください。

観覧席・控室



確認事項④

会場内の移動については、会場図や会場内
の表示物を確認していただき、決められた通
りお願いします。

移動時間については、「チームの動き」に
従ってチームでまとまってお願いします。

会場内



確認事項⑤

・原則参加チームで行うこととしています。

・ＴＯにあたっている試合のＭＣをお願いします。

ＭＣは原則ヘッドコーチにお願いします。

・ＴＯ終了後には、備え付けのグッズを使用して

消毒のご協力をお願いします。

ＴＯ・ＭＣ



確認事項⑥

原則なしです。ただし、どうしても
必要な場合には、受付に申し出ていた
だければ、保護者数名は認めます。必
要最低限でお願いします。

途中退館



道北大会



動線図・観覧席・控室

会場ごとに、人の動きを指

定させていただいています。

観覧席・控室が指定されて

います。

駐車場図面

会場ごとに指定された台数
（指導者分を含む）を厳
守してください。

会場ごとに、注意事項を
守ってください。

各会場にて



5．健康チェックシート・利用者名簿



1．試合実施日に合わせたチェックシートを提出してください。

2．子ども用のチェックシートへは、保護者のサインと押印を忘れずに！

3．利用者名簿とそれぞれのシートのNo.を合わせてください。

4．２日目が初日の参加になる方は、当日は初日用をお使いください。（道北）



同じ番号で！

必ず！押印！



６．各大会共通のお願い



必ず！押印！





第48回北海道（U12）ミニバスケットボール大会



1．原則9月30日までにJBA登録

3．期日厳守でお願いします

2．D級以上コーチライセンス取得も





試合開始５分前までに、
ヘッドコーチ
ファーストアシスタントコーチ
両名の署名をお願いいたします。

試合中は、コーチライ
センス証を首からぶら
下げてください。



1．チームにて記入願います

3．開催担当者は集約後、当部会へ

2．終了後、３日以内に提出願います

（各大会開催担当者宛、Excelのままメールで。）

（別書式にて当部会宛、Excelのままメールで。）

当協会ホームページよりダウンロード願います



プレータイム報告書 提出先アドレス



道北大会



質 疑 応 答



お疲れ様です。

ここで、10分間の休憩時間を設けます。
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