SoftBank ウインターカップ 2018
平成 30 年度 第 71 回全国高等学校バスケットボール選手権大会
チケット販売概要
JBAPR2018-091-02
■発売期間 【先行販売/一般販売】
2018年11月3日(土)10：00～9日(金)23:59

◎AKATSUKI FIVE plus＋限定先行販売
公式FUN サイト『AKTSUKI FIVE plus＋』有料会員限定

対象席種： 12/23(日・祝)～26(水）のコートエンド指定席
12/27(木)～29(土)のコートサイド指定席
12/23(日・祝）～29(土)のスタンド自由席
※WEBのみ
※12/27(木)～29(土)のアリーナ指定席の先行販売はございません。

2018年11月10日(土)10：00～ (予定)

◎一般発売

Yahoo!チケットほか (※スタンド自由席以外は、Yahoo!チケットのみでの販売となります。)
詳細確定次第、大会特設サイト他にて、ご案内いたします。

■会場見取図 【武蔵野の森総合スポーツプラザ】
＜12月23日(日・祝)～26日(水)＞

＜12月27日(木)～29日(土)＞

※運用上の都合により、予告なく座席図が一部変更になる場合がございます。
※チーム応援席とはチーム関係者が優先的に座れる席です。
※12/23(日・祝)～26(水)のコートエンド指定席、12/27(木)～29(土)のコートサイド席は淡色側･濃色側のエリアに分かれます。
※トーナメント表の組合せ番号の若いチーム（左側のチーム）が、淡色側のベンチとなります。

■販売券種／料金
券

種

前

売

当

日

備考

コートエンド指定席
対象日：12月23日(日･祝)～26日(水)

¥3,000

¥3,300

■Yahoo!チケットのみで販売致します。
■各試合毎の入れ替え制となります。
※全試合共通ではございません。
※対象試合以外の試合は、スタンド自由席で観戦可能です。

コートサイド指定席
対象日：12月27日(木)～29日(土)

¥5,000

¥5,500

■Yahoo!チケットのみで販売致します。
■12/27,28は、『男子』『女子』の試合で入れ替え制となります。
※全試合共通ではございません。
※対象試合以外の試合は、スタンド自由席で観戦可能です。

¥2,700

¥3,000

■Yahoo!チケットのみで販売致します。
■当日の全試合を観戦可能です。

一般

¥2,200

¥2,600

中学生／高校生

¥1,000

¥1,500

小学生

¥300

¥500

一般

¥1,800

¥2,000

ベンチ裏
アリーナ指定席
対象日：12月27日(木)～29日(土)

ベンチ向

ゴール裏

自由席

車いす席
エリア指定席

スタンド席

スタンド席

■当日の全試合を観戦可能です。
■小学生/中学生/高校生のJBA競技者登録者は、登録証の提示
で、
当日券を 前売価格で購入可能です。

■Yahoo!チケットのみで販売致します。
■当日の全試合を観戦可能です。
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【注意事項】
・料金には消費税を含みます。
・未就学児童は無料です。但し、座席が必要な場合はチケットをご購入ください。
・前売券が完売した場合は、当日券の販売を行わない場合があります。
・開場時間は、12月23日(日・祝)～25日(火)は第1試合の30分前、26日(水)～29日(土)は第1試合の1時間前の予定です。
・当日券販売開始時間は、12月23日(日・祝)～25日(火)は第1試合の1時間前、26日(水)～29日(土)は第1試合の1時間半前の予定です。
・天候等の理由により、開場時間が変更になる場合がございます。
・チケットは当該日のみ有効で、当日は全試合が観戦可能です。再入場は可能ですが、入場規制を行った場合は再入場ができません。
・コートエンド指定席は、12月23日(日・祝)～26日(水)設置されます。
・コートサイド指定席、アリーナ指定席は、12月27日(木)～29日(土)設置されます。
・専用駐車場はありません、公共交通機関をご利用ください。
・車いす席をご購入の場合、付添いの方は1名様まで無料でご入場いただけます。
・チケット購入にあたっての手数料は、販売窓口により異なりますので、購入時にご確認ください。

■販売方法
＜AKATSUKI FIVE plus＋限定先行販売＞

2018年11月3日(土)10：00～11月9日(金)23：59

インターネット
●バスケットボール日本代表 AKATSUKI FIVE 公式FUN サイト『AKATSUKI FIVE plus＋』ページ内にて販売URLをご確認ください。
※チケットの購入にあたっては、事前に会員登録(有料/月額400円)が必要です。
※『AKATSUKI FIVE plus＋』ページURL： https://akatsukifive.jp/
※チケットに関するお問い合わせは、チケット販売URLをご確認ください。

特別受付

＜一般発売＞

2018 年11月10日(土)10：00～（予定）

※プレイガイド、コンビニストアなどでの販売（予定）
詳細確定次第、大会特設サイト他にて、ご案内いたします。

問い合わせ
大会に関する問い合わせ

●公益財団法人日本バスケットボール協会
電話番号 03-4415-2020 (9:30～12:00/13:00～17:30 土・日、祝祭日を除く)

AKATSUKI FIVE 公式FUN サイト
『AKTSUKI FIVE plus＋』に関する
お問い合わせ

●『AKATSUKI FIVE plus＋』カスタマーサポート (営業時間:平日10:00～18:00)
・メールによるお問い合わせ https://akatsukifive.jp/faq_form/
・お電話によるお問い合わせ 電話番号 050-3033-5162
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2018(H30)年10月29日 現在
当日券
販売

12月23日
(日・祝)

12月24日
(月・祝)

12月25日
(火)

12月26日
(水)

8:00

8:00

8:00

8:30

一般
開場
時間

8:30

8:30

8:30

9:00

武蔵野の森総合スポーツプラザ

試合数

メインアリーナ
Ａコート

Ｂコート

Ｃコート

Ｄコート

9:00 女子1回戦

9:00 女子1回戦

9:00 女子1回戦

9:00 女子1回戦

10:40 女子1回戦

10:40 女子1回戦

10:40 女子1回戦

10:40 女子1回戦

12:20 女子1回戦

12:20 女子1回戦

12:20 女子1回戦

12:20 女子1回戦

14:00 女子1回戦

14:00 女子1回戦

14:00 女子1回戦

14:00 女子1回戦

15:40 女子1回戦

15:40 男子1回戦

15:40 男子1回戦

15:40 女子1回戦

17:20 男子1回戦

17:20 男子1回戦

17:20 男子1回戦

17:20 男子1回戦

9:00 女子2回戦

9:00 女子2回戦

9:00 女子2回戦

9:00 女子2回戦

10:40 女子2回戦

10:40 女子2回戦

10:40 女子2回戦

10:40 女子2回戦

12:20 女子2回戦

12:20 女子2回戦

12:20 女子2回戦

12:20 女子2回戦

14:00 女子2回戦

14:00 女子2回戦

14:00 女子2回戦

14:00 女子2回戦

15:40 男子1回戦

15:40 男子1回戦

15:40 男子1回戦

15:40 男子1回戦

17:20 男子1回戦

17:20 男子1回戦

17:20 男子1回戦

17:20 男子1回戦

19:00 男子1回戦

19:00 男子1回戦

19:00 男子1回戦

19:00 男子1回戦

9:00 女子3回戦

9:00 女子3回戦

9:00 女子3回戦

9:00 女子3回戦

10:40 女子3回戦

10:40 女子3回戦

10:40 女子3回戦

10:40 女子3回戦

12:20 男子2回戦

12:20 男子2回戦

12:20 男子2回戦

12:20 男子2回戦

14:00 男子2回戦

14:00 男子2回戦

14:00 男子2回戦

14:00 男子2回戦

15:40 男子2回戦

15:40 男子2回戦

15:40 男子2回戦

15:40 男子2回戦

17:20 男子2回戦

17:20 男子2回戦

17:20 男子2回戦

17:20 男子2回戦

10:00 女子準々決勝

10:00 女子準々決勝

10:00 女子準々決勝

10:00 女子準々決勝

11:40 男子3回戦

11:40 男子3回戦

11:40 男子3回戦

11:40 男子3回戦

13:20 男子3回戦
(メインコート)

13:20 男子3回戦

13:20 男子3回戦

13:20 男子3回戦

男
子

女
子

6

18

12

16

16

8

8

4

4

2

2

2

10:00 女子準決勝
11:40 女子準決勝

12月27日
(木)

8:30

13:20 男子準々決勝

9:00

15:00 男子準々決勝
16:40 男子準々決勝
18:20 男子準々決勝
(メインコート)

12月28日
(金)

10:00 女子3位決定戦
12:10 女子決勝

8:30

9:00

女子表彰式
15:20 男子準決勝
17:00 男子準決勝
(メインコート)

12月29日
(土)

8:30

9:00

10:00 男子3位決定戦
12:10 男子決勝
男子表彰式
閉会式

※試合時間は、10月29日時点です。運営の都合上、変更になる場合がございます。
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