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各 中 学 校 長　様

各中学校担当者  様

愛媛県 バスケットボール 協会

えひめ中学生バスケットボール 2018　Ｕ15 夏季リーグ　開催要項

２  主    催              （一般社団法人）愛媛県バスケットボール協会　中学部

（２）愛媛県内のＵ15のレベルアップにつなげる。

会　　長　　徳　永　　繁　樹

Ｕ15リーグ委員長　中屋　正貴

４　期　　日          男子県リーグ　平成３０年８月１１日（土）・１２日（日）・９月１日（土）

５  会    場             １６日  男子・・・宇和島市総合体育館(宇和島市弁天町２丁目１－１７)　　

女子県リーグ　平成３０年８月１１日（土）・１２日（日）・９月１日（土）

各地域リーグ　平成３０年７月下旬～９月２日（日）までに

男子県リーグ　中予地区松山市内中学校体育館　　　　　　　　　　

６  競技方法  　　　 　（１）４～６チームによるリーグ戦方式。

女子県リーグ　西予市宇和体育館  ℡ 0894-62-4414　

各地域リーグ　愛媛県下の各中学校体育館

（２）順位決定方法は、勝ち３点、引き分け１点、敗０点の勝点の多い順に決定する。

７　参加資格　　　　 

８　参 加 料            県リーグ　　４，０００円（平成３０年６月２９日（金）までに振り込んでください。）

伊予銀行　緑台支店　普通１１８３９９５

愛媛県バスケットボール協会　中学校の部　代表　中屋正貴

（１）〈公財〉日本バスケットボール協会に加盟登録している中学校と生徒。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（２）平成15年４月２日以降の出生者であること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

地域リーグ　３，０００円（平成３０年６月２９日（金）までに振り込んでください。）

10　リーグ編成     

11  競技規則      現行，日本バスケットボール競技規則による。

リーグ編成シートで確認。

※依頼人名の記入は、学校名と男女のみ記入してください。

例　松山市立勝山中学校女子であれば、「カツヤマジョシ」と記入してください。

９  申込方法          メールでの申込とする。質問等は下記まで連絡ください。

    及び期日 メールアドレス  　nakaya-tadak＠esnet.ed.jp 

(1) 応援は教育的見地で行うよう注意すること。

(2) 各チームとも本大会参加に当たっては事前に医師の健康診断を受ける等、選手の健康管理には十分留意し
   て下さい。

(3) 弁当などの後始末は各チームの責任で行うこと。

松山の公立学校はミライムでお願いいたします。

平成３０年６月２９日（金）締切

松山市立勝山中学校内  中屋正貴　宛

この大会における事前会議や審判員に対し、交通費を支給する。

支給額は一律で２０００円とする。会議や大会当日には印鑑を準備してください。

(4) 駐車場や更衣室でのトラブル、競技中の事故などには、主催者および施設の管理責任者は、一切の責任を
　負いませんのでご了承ください。

(5) 質問等は、上記のアドレスまたは、携帯に連絡ください。

３　主 　 管 （一般社団法人）愛媛県バスケットボール協会　Ｕ15愛媛県リーグ運営委員会

１　目　　的 （１）Ｕ15のリーグ戦を整備し、リーグ戦文化の定着を目指す。

12  試合球     試合球は、参加チームによる持ち込み。

15  そ の 他     

13　交通費の

14　大会運営者、 平成３０年７月１４日（土）１３：００～　松山市立勝山中学校内２年３組教室

財務担当者説明会 車の駐車は、北門から入り、北校舎前に詰め込みで駐車してください。

担当者のどちらかは、必ず出席してください。当日、印鑑を忘れないようにお願いします。

　　支給規定
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各 中 学 校 長　様

各中学校担当者  様

愛媛県 バスケットボール 協会

会　　長　　徳　永　　繁　樹

Ｕ15リーグ委員長　中屋　正貴

えひめ中学生バスケットボール 2018　Ｕ15 夏季リーグ　開催要項

１　目　　的 （１）Ｕ15のリーグ戦を整備し、リーグ戦文化の定着を目指す。

（２）愛媛県内のＵ15のレベルアップにつなげる。

２  主    催              （一般社団法人）愛媛県バスケットボール協会　中学部

３　主 　 管 （一般社団法人）愛媛県バスケットボール協会　Ｕ15愛媛県リーグ運営委員会

４　期　　日          男子県リーグ　平成３０年８月１１日（土）・１２日（日）・９月１日（土）

女子県リーグ　平成３０年８月１１日（土）・１２日（日）・９月１日（土）

各地域リーグ　平成３０年７月下旬～９月２日（日）までに

５  会    場             １６日  男子・・・宇和島市総合体育館(宇和島市弁天町２丁目１－１７)　　男子県リーグ　中予地区松山市内中学校体育館　　　　　　　　　　

女子県リーグ　西予市宇和体育館  ℡ 0894-62-4414　

各地域リーグ　愛媛県下の各中学校体育館

６  競技方法  　　　 　（１）４～６チームによるリーグ戦方式。

（２）順位決定方法は、勝ち３点、引き分け１点、敗０点の勝点の多い順に決定する。

７　参加資格　　　　 （１）〈公財〉日本バスケットボール協会に加盟登録している中学校と生徒。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（２）平成15年４月２日以降の出生者であること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

８　参 加 料            県リーグ　　４，０００円（平成３０年６月２９日（金）までに振り込んでください。）

地域リーグ　３，０００円（平成３０年６月２９日（金）までに振り込んでください。）

伊予銀行　緑台支店　普通１１８３９９５

愛媛県バスケットボール協会　中学校の部　代表　中屋正貴

※依頼人名の記入は、学校名と男女のみ記入してください。

例　松山市立勝山中学校女子であれば、「カツヤマジョシ」と記入してください。

９  申込方法          メールでの申込とする。質問等は下記まで連絡ください。

    及び期日 メールアドレス  　takao.ikazaki@gmail.com

平成３０年６月２９日（金）締切

内子町立内子中学校内  佐伯　隆生　宛

10　リーグ編成     リーグ編成シートで確認。

11  競技規則      現行，日本バスケットボール競技規則による。

12  試合球     試合球は、参加チームによる持ち込み。

(5) 質問等は、上記のアドレスまたは、携帯に連絡ください。

担当者のどちらかは、必ず出席してください。当日、印鑑を忘れないようにお願いします。

15  そ の 他     (1) 応援は教育的見地で行うよう注意すること。

(2) 各チームとも本大会参加に当たっては事前に医師の健康診断を受ける等、選手の健康管理には十分留意し
   て下さい。

財務担当者説明会 車の駐車は、指定された場所に駐車してください。

(3) 弁当などの後始末は各チームの責任で行うこと。

(4) 駐車場や更衣室でのトラブル、競技中の事故などには、主催者および施設の管理責任者は、一切の責任を
　負いませんのでご了承ください。

14　大会運営者、

13　交通費の

　　支給規定

平成３０年７月１５日（日）１３：００～　内子町立内子中学校内　教室　

この大会における事前会議や審判員に対し、交通費を支給する。

支給額は一律で２０００円とする。会議や大会当日には印鑑を準備してください。
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各 中 学 校 長　様

各中学校担当者  様

愛媛県 バスケットボール 協会

会　　長　　徳　永　　繁　樹

Ｕ15リーグ委員長　中屋　正貴

えひめ中学生バスケットボール 2018　Ｕ15 夏季リーグ　開催要項

１　目　　的 （１）Ｕ15のリーグ戦を整備し、リーグ戦文化の定着を目指す。

（２）愛媛県内のＵ15のレベルアップにつなげる。

２  主    催              （一般社団法人）愛媛県バスケットボール協会　中学部

３　主 　 管 （一般社団法人）愛媛県バスケットボール協会　Ｕ15愛媛県リーグ運営委員会

４　期　　日          男子県リーグ　平成３０年８月１１日（土）・１２日（日）・９月１日（土）

女子県リーグ　平成３０年８月１１日（土）・１２日（日）・９月１日（土）

各地域リーグ　平成３０年７月下旬～９月２日（日）までに

５  会    場             １６日  男子・・・宇和島市総合体育館(宇和島市弁天町２丁目１－１７)　　男子県リーグ　中予地区松山市内中学校体育館　　　　　　　　　　

女子県リーグ　西予市宇和体育館  ℡ 0894-62-4414　

各地域リーグ　愛媛県下の各中学校体育館

６  競技方法  　　　 　（１）４～６チームによるリーグ戦方式。

例　松山市立勝山中学校女子であれば、「カツヤマジョシ」と記入してください。

（２）順位決定方法は、勝ち３点、引き分け１点、敗０点の勝点の多い順に決定する。

７　参加資格　　　　 （１）〈公財〉日本バスケットボール協会に加盟登録している中学校と生徒。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（２）平成15年４月２日以降の出生者であること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

８　参 加 料            県リーグ　　４，０００円（平成３０年６月２９日（金）までに振り込んでください。）

９  申込方法          メールでの申込とする。質問等は下記まで連絡ください。

    及び期日 メールアドレス  　TAJHEA0611@saijoedu.jp

平成３０年６月２９日（金）締切

地域リーグ　３，０００円（平成３０年６月２９日（金）までに振り込んでください。）

伊予銀行　緑台支店　普通１１８３９９５

愛媛県バスケットボール協会　中学校の部　代表　中屋正貴

※依頼人名の記入は、学校名と男女のみ記入してください。

西条市立丹原東中学校内  神野　雅彦　宛

10　リーグ編成     リーグ編成シートで確認。

11  競技規則      現行，日本バスケットボール競技規則による。

12  試合球     試合球は、参加チームによる持ち込み。

(5) 質問等は、上記のアドレスまたは、携帯に連絡ください。

担当者のどちらかは、必ず出席してください。当日、印鑑を忘れないようにお願いします。

15  そ の 他     (1) 応援は教育的見地で行うよう注意すること。

(2) 各チームとも本大会参加に当たっては事前に医師の健康診断を受ける等、選手の健康管理には十分留意
し
   て下さい。

財務担当者説明会 車の駐車は、指定された場所に駐車してください。

(3) 弁当などの後始末は各チームの責任で行うこと。

(4) 駐車場や更衣室でのトラブル、競技中の事故などには、主催者および施設の管理責任者は、一切の責任
を

　　支給規定 支給額は一律で２０００円とする。会議や大会当日には印鑑を準備してください。

14　大会運営者、

この大会における事前会議や審判員に対し、交通費を支給する。

平成３０年７月１６日（月）１３：００～　西条市立丹原東中学校内　教室　

13　交通費の



６チーム

久米 勝山 松山西 三津浜 丹原東 今治西

６チーム

宇和 今治南 玉川 伯方 津田 宇和島南

５チーム

土居 西条北 大西 西条南 川之江北

６チーム

三島東 日吉 川之江南 三島西 今治東 東予東

６チーム

北郷 泉川 近見 新居浜東 小松 立花

６チーム

松前 内宮 小野 重信 松山南 砥部

５チーム

旭 松山東 久谷 垣生 椿

５チーム

余土 伊予 北条南 県立西 道後

５チーム

松山北 附属 雄新 岡田 鴨川

５チーム

港南 済美平成 拓南 新田青雲 城西

４チーム

桑原 南第二 高浜 北条北

６チーム

内子 大洲南 城東 城北 大洲北 愛宕

６チーム

三間 野村 城南 伊方 八代 津島

愛媛県　Ｕ１５　夏季リーグ編成　（男子）

県リーグ１部

県リーグ２部

東予リーグ１部

東予リーグ２部

中予リーグ３部Ｄ

東予リーグ３部

南予リーグ１部

南予リーグ２部

中予リーグ１部

中予リーグ２部

中予リーグ３部Ａ

中予リーグ３部Ｂ

中予リーグ３部Ｃ



６チーム

松山南 城東 松山西 勝山 川之江南 城辺

６チーム

保内 新居浜南 南第二 土居 北伊予 三瓶

６チーム

新居浜東 桜井 河北 西条南 川東 三島東

５チーム

今治南 西条北 今治明徳 今治西 東予東

６チーム

日吉 角野 船木 近見 大西 丹原東

６チーム

新居浜北 三島西・南 小松 川之江北 弓削 北郷

６チーム

津田 鴨川 小野 拓南 北条南 垣生

５チーム

雄新 松前 岡田 港南 附属

５チーム

旭 城西 内宮 伊予 椿

５チーム

三津浜 重信 松山北 高浜 新田青雲

５チーム

余土 川内 桑原 道後 久米

５チーム

宇和 愛宕 県宇和島南 大洲北 伊方

５チーム

新谷 野村 広見 城北 大洲南

５チーム

八代 内子 城南 吉田 三間

南予リーグ３部

愛媛県　Ｕ１５　夏季リーグ編成　（女子）

県リーグ１部

県リーグ２部

東予リーグ１部

東予リーグ２部

東予リーグ３部Ａ

南予リーグ１部

南予リーグ２部

東予リーグ３部Ｂ

中予リーグ１部

中予リーグ２部

中予リーグ３部Ａ

中予リーグ３部Ｂ

中予リーグ３部Ｃ


