
 

3x3 JAPAN TOUR 2020 EXTREME Limited 概要 

 

 
1.大会名称 
 3x3 JAPAN TOUR 2020 EXTREME Limited 
 
2.主催・主管 
 公益財団法人日本バスケットボール協会 
 
3.協賛 
 日本郵政株式会社 
 
4.協力 
一般社団法人東京都バスケットボール協会／セノー株式会社 
 
5.後援 
スポーツ庁 
 
6.開催期日 
【Round】 

Round.1：2020 年９月19 日（土） 
Round.2：2020 年9 月20 日（日） 
Round.3：2020 年9 月26 日（土） 
Round.4：2020 年9 月27 日（日） 
Round.5：2020 年10 月3 日（土） 
Round.6：2020 年10 月4 日（日） 

 
【FINAL】 

2020 年10 月17 日（土）～18 日（日） 
 
7.開催会場 

Round.1.2.3.4：アリーナ立川立飛（〒190-0015 東京都立川市泉町５００−４）  
Round.5.6：アキバスクエア（〒101-0021 東京都千代田区外神田４丁目１４−１ 秋葉原 UDX） 

 
【FINAL】 

代々木第二体育館（〒150-0041 東京都渋谷区神南２丁目１−１） 
 

8.競技種別/大会出場チーム数（上限） 
  Round.1～6：MEN & WOMEN / 各６チーム 
  FINAL：MEN & WOMEN / Round.1～6 累計Tour Point 上位各9 チーム 
 
9.参加費 

① 金額：3000 円/名 
② 支払方法：大会当日、チーム受付時に現金もしくは電子マネー、クレジットカード等で支払うこと。 

 
10.賞金 
  Round.1～Round.6：1 位/各10 万円 
  FINAL：優勝/50 万円 
 
11.FIBA 3x3 Challenger 2020 出場権（MEN のみ）※予定 

  TOUR FINAL 優勝チームにFIBA 3x3 Challenger 2020 の出場権を与える予定。  
※日本政府の渡航規制により開催国へ入国できない場合およびFIBA の判断により当該チャレンジャーが 

中止となった場合は、本権利も無効となる。 
※コロナウィルス感染の観点から権利保有チームより辞退の申し出があった場合、チームの意思を尊重し、 

出場辞退を認め、罰則は課さないものとする。なお、出場権は次点チームに移行するものとする。 
 



 

12.競技方法 
   Round.1～Round.6：リーグ戦＋決勝戦（3 チーム２POOL＋各POOL1 位チームによる直接対決） 
   FINAL：POOL&トーナメント 
 

13.出場資格 
【Round.1~6】 
① 2005 年 4 月 1 日以前に生まれた者。但し、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 本大会に出場することをチームメンバー各々が所属先（所属部活・体育会部）責任者へ事前に通知すること。 
③ TEAM JBA 3x3 登録およびFIBA 3x3 Planet の競技者登録が完了していること。 
④ 大会当日までに新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)を自身が使用する携帯電話にインストールさ

れていること。 
⑤ 大会に出場するにあたり、健康チェックフォーム内①～⑧に該当する者。 
⑥ 大会4 日前および会場での検温で37.5℃以上または平熱より+1.5 以上の発熱がないこと。 

※大会4 日前の検温および大会当日発熱が確認された該当者のチームメンバーも濃厚接触の可能性が 
確認された場合、発熱がなくてもエントリーを取り消します。 

※詳細は「JAPAN TOUR 2020 感染予防対策マニュアル」を参照。 
 

【FINAL】 
Round.1～Round.６までの「累計Tour Point」上位9（上限）チームが出場権を得る。但しチーム 
の諸事情にて出場を辞退した場合は、次点チームを繰上げ出場とする。 

 
◆Tour Point 

最終順位 1 2 3 4 5 6 

ポイント 100 80 70 60 50 45 

    
14.チーム人員 

① 1 チーム最大4 名の選手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 各ラウンドにリザーブ選手を登録することができる。 
  ※リザーブ選手は「13. 出場資格」を条件とする。 

 
15.エントリー 
① エントリー方法 

  FIBA PLANET よりエントリーを行う。 
 

② エントリー権 
１）Round.１.２はPlanet エントリー完了したチームより先着順とする。 
  ※３名以上の選手登録が確認された時点をエントリー完了とみなす。 
 
２）Round.３～6 は主催者の責任抽選とする。 

   ただし、FIBA ポイントの凍結が解除された場合は、凍結が解除された直後のRound より 
エントリーメンバーが保有するFIBA ポイントの合算ポイントが高い順にエントリー権を与える。 

 
③ エントリー期日 

Round.1：2020 年9 月5 日（土）23：59 まで。 
Round.2：2020 年9 月5 日（土）23：59 まで。 
Round.3：2020 年９月10 日（木）23：59 まで。 
Round.4：2020 年9 月10 日（木）23：59 まで。 
Round.5：2020 年９月17 日（木）23：59 まで。 
Round.6：2020 年9 月17 日（木）23：59 まで。 

   
④ 新型コロナウイルス感染症拡大予防の一環として、大会2 週間の健康管理を行う。 

エントリー選手、帯同スタッフ、リザーブ選手は以下より日々の報告を行うこと。 
  https://pro.form-mailer.jp/fms/0902dbbf204754 

 
 

◆大会エントリー一覧 

https://play.fiba3x3.com/tours/89c119b4-eea2-46cb-

9a4a-ae02259dd44f 

https://pro.form-mailer.jp/fms/0902dbbf204754
https://play.fiba3x3.com/tours/89c119b4-eea2-46cb-9a4a-ae02259dd44f
https://play.fiba3x3.com/tours/89c119b4-eea2-46cb-9a4a-ae02259dd44f


 

16.メンバー変更 
【Round】 

①メンバー変更期日までに２名までの選手変更を認める。 
但し、下記の変更条件にあてはまるものとする。また、変更できる選手は、リザーブ選手として健康チェ 

ックフォームにて大会14 日前より健康管理報告を行っている選手に限る。 
なお、２）の条件はFIBA ポイントの凍結が解除された直後のRound より適用する。 

 
 
1.）怪我／不慮の事故／その他、主催者が認めるもの。 

※怪我、不慮の事故等によるメンバー変更の場合は医師の診断書などの証明書類を添付する事。 
   ただし、JAPAN TOUR 内での事故や負傷についてはその限りではない。 
 

2.） 変更前の選手が保有しているFIBA ポイント以上のポイントを保有している選手であること。 

  ※但し、4 名のエントリーを行っているチームに限り、変更前の選手がチーム内にて最低FIBA 
ポイント保有者の場合、この限りではない。 

    
  ②エントリー変更期日 

Round.1：2020 年9 月18 日（金）23：59 まで。 
Round.2：2020 年9 月19 日（土）23：59 まで。 
Round.3：2020 年９月25 日（金）23：59 まで。 
Round.4：2020 年9 月26 日（土）23：59 まで。 
Round.5：2020 年10 月2 日（金）23：59 まで。 
Round.6：2020 年10 月3 日（土）23：59 まで。 

 
③エントリー変更フォーム 
https://pro.form-mailer.jp/fms/7f00f59f204976 

 
【FINAL】 

①期日までに２名までの選手変更を認める。（期日はFINAL 出場チームへ別途通知するものとする。） 
但し、下記の変更条件にあてはまるものとする。 
なお、3．）の条件はFIBA ポイントの凍結が解除された直後のRound より適用する。 

 
1.） 怪我／不慮の事故／その他、主催者が認めるもの。 

※怪我、不慮の事故等によるメンバー変更の場合は医師の診断書などの証明書類を添付する事。 
  ただし、JAPAN TOUR 内での事故や負傷についてはその限りではない。 

2.） 当該チームにて1Round 以上出場していること。 

３.）変更前の選手が保有しているFIBA ポイント以上のポイントを保有している選手であること。 

  ※但し、4 名のエントリーを行っているチームに限り、変更前の選手がチーム内にて最低FIBA 
ポイント保有者の場合、この限りではない。  

 
②エントリー変更フォーム 
https://pro.form-mailer.jp/fms/7f00f59f204976 

 
 

17.組み合わせ 
【Round.1~6】 
主催者の責任抽選にて決定する。 
ただし、FIBA ポイント凍結が解除された場合は、凍結が解除された直後のRound より「2020 3x3 バスケ 
ットボール競技規則」補足D-2 を適用し、組合せを決定する。 

 
【FINAL】 
Tour Point 順に組合せを決定する。 

 
18.大会使用球 

    FIBA 3x3 official ボール（リベルトリア5000/モルテン社製） 

https://pro.form-mailer.jp/fms/7f00f59f204976
https://pro.form-mailer.jp/fms/7f00f59f204976


 

  
19.ユニフォーム 

① 各チームは、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）パンツの色は、必ず 

しもシャツと同じ色でなくてもよい。 
   ② 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。 

③ 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の 
番号(『0・00』～『99』)を付けなければならない。 

④ シャツ/パンツに広告や商標等を付けられる。但しシャツ/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。 

 
20.その他 

① チーム代表者は初戦の30 分前までに受付を済ませること。 
② 試合開始時刻までにメンバーが揃わない場合は棄権とみなす。（競技規則に準ずる） 
③ 競技中に発生した傷害については主催者で応急処置を行うが、その後の責任は負わないので、当日は健康保

険証を持参すること。 
④ 本大会中に撮影された写真・映像・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。 
⑤ 次の行為を行ったチームは、主催者の判断により、失格処分となる場合がある。 

・試合中の危険なプレー、故意の反則、マナー違反、その他大会運営に支障をきたす行為 

⑥ 天災等の理由による中止等の連絡は大会前日もしくは当日早朝にチーム代表者へ主催者より連絡する。 
⑦ 選手およびチーム帯同者は、大会の14 日前より検温・体調管理を行い、健康チェックフォームより 

毎日報告を行うこと。 
⑧ 無観客で試合を行う為、帯同できるチームスタッフ（マネージャー、トレーナーのみ）は最大2 名までと 

する。 
  ⑨ 会場内での食事（プロテインバーやエネルギーゼリーは可）は禁止する。 


