
3rd 3x3 Japan Championship AOMORI tournament

2017.1.7(SAT)

スポーツとしての「3×3」の可能性

競技実施国は 176 ヵ国におよび、

世界大会の数も増加傾向にあります。

現在東京オリンピック新種目へ申請中！

第３回３ｘ３日本選手権青森県大会

OPEN 男子／ OPEN 女子／ U18 男子／ U18 女子

大会へのエントリーは

簡単な WEB 申し込みを

ご利用ください︕

https://goo.gl/forms/emDDGAkUwNoiISsS2

詳しくは下記をご覧ください。
●青森県バスケットボール協会
　　　　　　　htttp://aomori.japanbasketball.jp

●Facebook　www.facebook.com/3x3aomori/

●Twitter　　 @3x3aomori

●お問い合わせは実行委員会　3x3aomori@gmail.com

主催　青森県バスケットボール協会 
主管　3x3 日本選手権青森県大会実行委員会  　
後援　青森県教育委員会・十和田市教育委員会・十和田市バスケットボール協会
　　　青森県高等学校体育連盟バスケットボール専門部・県内報道各社
協賛　株式会社モルテン（協力店・ 協賛店様募集中）

3 人制のバスケ「 3×3（スリーバイスリー）」

3 人制バスケ「3×3」は、

国際バスケットボール連盟（FIBA）が

正式なルールを設け、2007 年から

「正式競技種目」として、今日まで、

世界中で拡大しているスポーツです。

選手登録で、世界の TOP 選手と同じ舞台に。

3ｘ3 ではプロ・アマを問わない、

クラブチームによる世界戦を開催しており、

世界各国で行われる予選大会に何度でも

挑戦することができます！

「3on3」とは何が違う？

FIBA（国際バスケットボール連盟）が

2007 年に正式な統一ルールを設け、

バスケットボールの新種目として

確立されました！
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優勝特典

第３回３ｘ３日本選手権大会出場権
[2017.3.23-24(U18）25-26（OPEN) 東京都大田区 ]

賞金　１チーム３万円
[全国大会遠征補助 ]

＠十和田市総合体育センター

3x3 大会は観戦無料です︕

※入賞特典・参加賞は随時更新されます。エントリーページ、Facebook をご確認下さい。
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第 3回 3x3日本選手権青森県大会（青森県予選）開催概要 

 

１．≪目的≫  

日本3x3界最高の覇者となる栄誉を競うとともに、競技を通して体力および人格の向上を図り、3x3の

普及および発展に寄与する。  

  

２．≪大会名≫  

日本語：第3回3x3日本選手権青森県大会  

英語：3rd 3x3 Japan Championship AOMORI tournament  

  

３．≪実施カテゴリー≫  

①OPENカテゴリー男子 

②OPENカテゴリー女子  

③U18カテゴリー男子 

④U18カテゴリー女子 

  

４．≪3x3日本選手権青森県大会の出場チーム（選手）資格≫ 

＜以下(1)～(3)は大会申込完了後に、ＪＢＡ協力のもと登録・申込を行います。１２／１変更＞ 

(1) 3x3 Planetにて3x3競技者登録を行った選手。(登録料無料) 

(2) TeamJBAにて3x3競技者登録を行った選手。 (登録料無料) 

(3) TeamJBAにて大会参加申し込みを行ったチーム。  

 

５．≪主催≫  

一般財団法人 青森県バスケットボール協会  

 

６．≪主管≫ 

3x3日本選手権青森県大会実行委員会 

 

７．≪後援≫ 

青森県教育委員会・十和田市教育委員会・十和田市バスケットボール協会・ 

青森県高体連バスケットボール専門部・青森県内報道各社 

 

８．≪協賛≫ 

株式会社モルテン 

 

９．≪大会期日≫  

2017年1月7日（土） 

 

１０．≪大会開催会場≫  

十和田市総合体育センター  〒034-0083 青森県十和田市西三番町６−６ 

 

１１．≪大会方式≫  

  ３～６チームによる予選を行い、上位２チームによる決勝トーナメントを行う。ただし、申込みチ

ーム数によっては、主催者の判断により変更できるものとする。 （最低２試合保障） 
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１２．≪競技規則≫  

  競技規則は「2015 3x3(ｽﾘｰ･ﾊﾞｲ･ｽﾘｰ)FIBA競技規則[3x3 Rules of the Game]」に準ずる。  

 

１３．≪出場選手資格≫  

① U18：1998年4月2日以降に生まれた者。当該者は保護者の同意書を必要とする。 

 OPEN：2001年4月1日以前に生まれた者で、中学生は不可とする。ただし、申込み時点で 18歳未満

の場合は、保護者の同意書を必要とする。  

② 大会１週間前までに、（公財）日本バスケットボール協会のTeamJBA3x3競技者登録および、

FIBA3x3Planet に競技者登録が完了していること。 ＜１２／１変更＞ 

③ TeamJBA3x3競技者登録において、所属とした都道府県の大会のみ出場することができる。  

 

１４．≪チーム人員≫  

（１） 1チーム選手4名とスタッフ2名（コーチ、マネージャ等）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  

 

１５．≪出場チーム/選手エントリー期日≫ ＜１２／１変更＞ 

2016年12月20日（火）23:59必着。  

 

＜申し込み手順＞次の（１）か（２）の方法でお申し込みください。 

 

（１）申し込みフォームからの申し込み （ QRコード→ ） 

https://goo.gl/forms/emDDGAkUwNoiISsS2  

 

（２）配布ならびに協力スポーツ店備え付けの用紙を記入して申し込み 

 

※なるべく（１）の申し込みフォームから申し込みをお願いします。入力内容は（２）の配布用紙と

同じです。 

※申込完了後、3x3aomori@gmail.com と  team-jba.jp 経由で連絡を行いますので、選手全員がメー

ル受信できるよう受信許可設定をお願いします。 

 

＜大会申し込み完了後＞ 

FIBA3x3Planet とTeamJBA3x3競技者登録等についてご連絡差し上げます。 

 

１６．≪大会参加料≫  

１チーム ４，０００円 （当日、受付時に徴収） 

 

１７．≪エントリー変更≫  

前日までに選手の追加および2名までの選手変更を認める。但し、１３．≪出場選手資格≫の条件を満

たすこと。 

 

１８．≪使用球≫  

    3ｘ3リベルトリア5000（モルテン社製）  
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１９．≪組合せ≫  

ＦＩＢＡ3ｘ3 PlanetおよびＦＩＢＡ3ｘ3Ｅｖｅｎｔ Ｍａｋｅｒで自動的に作成される組合せで行

うものとする。 

 

２０．≪競技日程・組合せ発表≫ ＜１２／１変更＞ 

    【参加チーム発表日】 2016年12月22日（水）（予定） 

【予選リーグ・決勝トーナメント枠発表日】2016年12月25日（日）（予定） 

    【発表方法】 青森県バスケットボール協会ホームページ、プレスリリース（予定）  

  

２１．≪当日受付≫  

    大会当日に、代表者による受付を行うこと。  

 

２２．≪ユニフォーム≫  

（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。（リーバシブルシャツ可）  

（２）パンツの色は，必ずしもシャツと同じ色でなくてもよい。  

（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/パンツともに製造者マーク（メーカー・ロゴ）を各1か所付けることができる。但し、

どちらも大きさは「２０ｃｍ２」以下とする。  

（６）シャツ/パンツに広告や商標等を付ける場合、各2社までとする。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。  

 

２３．≪表彰≫   

① 優勝・準優勝・3位を表彰。  

② 最優秀選手賞として男・女各１名を表彰。  

③ 優勝チームは3x3日本選手権大会の出場権を与える。  

④ 優勝賞金 １チーム遠征費3万円(3x3日本選手権大会エントリー後JBAより振込) 

 

２４．≪その他≫   

① 3x3日本選手権大会および 3x3日本選手権都道府県大会は、FIBAの承認大会である。  

② 本要綱に記載のない項目については、「3x3 日本選手権大会・3x3 日本選手権都道府県大会/運営マ

ニュアル」 および本協会の規約・規程に準じる。  

③ 大会中に撮影された写真・映像や氏名・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。  

④ 競技中に発生した障害については主催者で応急処置を行い、その後は各チームで対応する。  

⑤第 3回 3x3日本選手権大会の≪エントリー変更≫に関して次のような基準となっているので、エン

トリー変更の可能性がある場合は、別チームで該当選手を青森県大会に出場させること。 

≪第 3回 3x3日本選手権大会 エントリー変更について≫ 

変更理由は下記の理由に限り認める。また、エントリー変更選手は当該 3ｘ3日本選手権都道府県

大会に出場した選手に限る。  

【選手変更理由】  

怪我/不慮の事故/その他、主催者が認めるもの 
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⑥第 3回 3x3 日本選手権大会（全国大会）は、U18 カテゴリー2017 年 3月 23 日（木）～24 日（金）、 

OPEN カテゴリー2017 年 3 月 25 日（土）～26 日（日）の日程で、東京都大田区総合体育館、ヤマ

トフォーラムで行われる。 

 

⑦TeamJBAの手続きに時間がかかるため、早めに申し込みを済ませること。 

 

⑧大会当日の受付開始は 9時以降とする。＜１２／１追加＞ 

 

２５．≪お問い合わせ≫  

一般財団法人青森県バスケットボール協会 

3ｘ3日本選手権青森県大会実行委員会 

電子メール 3x3aomori@gmail.com  

 

 

＜歴代優勝チーム＞ 

第１回（青森県大会は3x3GAME.EXE＠青森市はまなす会館として開催） 

カテゴリー 優勝チーム 全国大会成績 

ＯＰＥＮ男子 TOWA（佐藤・斉藤・西沢・青山）  

ＯＰＥＮ女子 がでぃす（飛嶋・斉藤・阿部・相内）  

Ｕ１８ 男子 エイテック（鈴木・下山・豊川・鳴海） 第３位 

Ｕ１８ 女子 華三昧（小野・泉・三上・安田） 準優勝 

 

第２回 

カテゴリー 優勝チーム 全国大会成績 

ＯＰＥＮ男子 DEAD SERIOUS CREW（北谷・長谷川・高崎・田中） 第３位 

ＯＰＥＮ女子 PPG（飛嶋・安田・斉藤）  

Ｕ１８ 男子 February boys（柏城・三浦・新保・渋谷）  

Ｕ１８ 女子 華三昧（小野・泉・三上・安田） 第３位 

 

 

 

２０１６年１２月１日改定 

（１５．出場チーム/選手エントリー期日、２０．競技日程・組合せ発表 変更） 
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