
第４０回宮崎県ミニバスケットボール交歓大会 

          兼  第１６回フープスターサカイカップ    実施要項 

 

１ 大 会 名   第 40回 宮崎県ミニバスケットボール交歓大会 

２ 主   催      一般社団法人宮崎県バスケットボール協会 

３ 主   管      宮崎県ミニバスケットボール連盟 

４  後   援      株式会社フープスターサカイ  株式会社大阪フォトサービス 

                    日本教育シューズ協議会 

５ 協   賛   株式会社モルテン 

６ 目   的  （１）小学生のバスケットボールの技術の向上と選手相互の親睦を図る。 

            （２）平成 28年度全国・九州大会県予選会の出場チーム（ベスト８）を決定する。 

７ 期   日      平成２８年８月２０日（土）、 ２１日（日）、９月４日（日）【ベスト４】 

８ 会   場      ２０日･･･都城市（山田体育館、志和池・沖水・庄内・五十市・都城東小体育館） 

                    ２１日･･･都城市（山田体育館、志和池小体育館） 

                    ９月４日･･･宮崎市（宮崎市総合体育館） 

９ 役      員        

（１）大 会 役 員 

   大会会長  北郷 純一郎 

   大会副会長 神戸 博明 上元 康正 佐多 裕之 山川 裕彦  

      大会役員  米田 史彦 西田 次良 金本 博 谷山 祥一 栗栖 健治 堀内 泉 

宮本 俊朗 

   大会委員長 佐藤 真司 

   大会副委員長 河野 光治 

（２）競 技 役 員 

   総務委員長 寺坂 博志 

      財務委員長 堀内 幸 

   式典委員長 外村 哲史 

   審判委員長 笠 真人 

   審判委員  橋本 大貴 児玉 晃太 

   ＴＯ委員長      川崎 健 

   ＴＯ委員        安藤 正弘 

   広報委員長      上米良 剛 

   競技・会場委員長 浅利  敏彦 

      競技・会場委員    久木山 和愛 

   総務・競技委員    本薗 忠士 福田 紀代美 北林 順子 内山 大 岩切 勇二 酒井 真一 

小泉 智貴 岩元 真史 萩原 純一 富永 紘光 

10 各会場責任者     

２０日 山田 A・B 佐藤 志和池 C・D  （ ）E・F  

（ ）G・H  （ ）I・J  （ ）K・L  

２１日 山田 A・B 佐藤 志和池 C・D 河野  

 ４日 宮崎市総合 佐藤  

11 チーム編成  コーチ１人、アシスタントコーチ１人、マネージャー１人、保護者代表２人、           

選手１５人以内とする。（保護者代表はベンチには座れない。） 

12 競技方法      トーナメント戦を実施する。（３位決定戦あり） 

13 競技規則      日本バスケットボール協会、ミニバスケットボール競技規則に準ずる。 

                  ただし、今大会には次のルールを用いる。 

            （１）２０日の試合時間は５－２－５－（３）－５－２－５分とする。 

２１日、９月４日の試合時間は６－２－６－（５）－６－２－６分とする。 

第４クォーター終了時に同点の場合は、２分後に３分間の延長を行う。 

それでも同点の場合は、勝敗が決定するまで、２分後に３分間の延長を繰り返す。 



            （２）男女混成チームの参加は認めない。 

      （３）５人以上１０人未満のチームの参加は認めるが、勝ち上がりはできない。           

ただし、大会１週間までに１０人以上の個人登録が完了すればその限りではない。        

※ ＴＯの際にはルールを熟知した指導者もしくは保護者が子どもたちの後方

に必ず立つ。 

○ ゾーン DFは禁止とする。また、全試合、それを判定するためのコミッショナー

をおく。コミッショナーは大会役員及び審判，各チーム指導者が行う。 

○ １チームにつき１名、必ず帯同審判を出す。そのライセンスはＤ級以上、また

は、各ブロックの日本公認推薦人がその技術を認めたＥ級とする。チームに該当

者がいない場合は、そのチームの責任で前述のライセンス以上の帯同審判を依頼

し確保する。なお、それらの帯同審判は、チームの勝ち負けに関わらず、２０・

２１日両日に審判ができる者に限る。 

14 使 用 球     ５号人工皮ボールを使用する。（会場によっては持ち寄り） 

15 経   費      参加料は１チームにつき６、０００円とする。 

                ※ チームの試合参加に要する経費はチーム負担とする。 

16 参加申込    県ミニバスケットボール連盟のホームページ（県バスケット協会ホームページ          

内）から、「出場登録書」をダウンロードし、必要事項を入力して「記録報道担          

当：上米良」へメールにて送付すること。 

 

   参加料は、以下の口座へ振り込み。 

       宮崎銀行 妻ヶ丘支店（３２５） 普通 １３００６４ 

       宮崎県ミニバスケットボール連盟 財務部部長 堀内 幸 

※振り込みの締め切りを平成２８年８月３日（水）とする。（厳守） 

 

17 代表者会議  ８月７日（日） 北部記念体育館会議室（宮崎市） １８時～ 

 この大会要項をプリントアウトし各チーム持参すること。当日の配付はなし。チ

ーム代表者が必ず１名のみ参加すること。 

18 宿   泊  宿泊については斡旋しない。各チームで対応する。 

19 熱中症対策 

  ※ 宮崎県ミニバスケットボール連盟では、子ども達の健康と安全を守るという観点から、できう

る限りの熱中症対策をとりたいと考えています。指導者及び保護者の方々のご理解とご協力をお 

願いします。 

（１）  今大会に限り、クォーター間を従来の１分より２分とする。 

（２）  指導者は、試合前の練習やウォーミングアップにおいては、選手に給水する機会を与えなけ

ればならない。また、積極的に給水を促さなければならない。 

（３） 指導者は、試合中においては、タイムアウトやクォーター間などに、積極的に選手に給水さ

せなければならない。 

（４） チームは、屋外での練習時の帽子の着用や氷嚢や濡れタオル等の冷却器具の活用、飲料水の

十分な確保などの熱中症対策を講じなければならない。 

20 そ の 他    

 ※ 暴力・暴言は厳禁。万が一あった場合は、指導者は即退場。その後、懲罰委員会の対象となる。 

（１） 大会パンフレットは作成しない。その代わりに、パンフレットのデータを出場申し込みのア

ドレスに返送するので、各チームで必要な部分を印刷して使用すること。 

  ※ 掲載に当たり、各チームで、掲載することの了解を得ておくこと。 

（２） 参加チームはスポーツ障害保険に加入していること。選手のけがについては各チームで処理

すること。万一、事故等が起こっても、主催者側は責任を負わない。   

（３） 会場使用については下記のことを十分に注意することとする。 

  ○ 体育館シューズ（バスケットシューズ）と外ばきのシューズは区別すること。 

    ○ 体育館のはしごに登る等、危ない行為は絶対にさせないこと。 

    ○ 各会場、指定された場所のみで応援すること。 



  ○ チームで出したゴミ（弁当殻、飲み物など）はチームで必ず持ち帰ること。弁当殻を業者が

とりに来るからといって、置いておくのも放置とみなします。 

煙草の吸殻は各自保管すること。（缶などの中に入れたまま放置しないこと。） 

※ 弁当殻やごみ、たばこの吸い殻の放置があった場合には、故意ではなくとも没収試合とする。 

    ○ 学校は敷地内禁煙であるので厳守すること。 

（４） 駐車場は各チーム指導者を含め５台までとし初日、２日目のみ駐車券を発行する。駐車券の

ない自動車は他の駐車場を各自・各チームで確保すること。また、バス及びマイクロバスにつ

いては各チームで待機場所を確保して下さい。 

（５） 本大会ベスト８のチームは全国・九州大会県予選会の出場権を得る。 

（６） 業者によるチームの写真撮影は、自分のチームの試合前に行う。 

（７） 組み合わせ表の番号の若いチームが、淡色のユニホームを着用し､ベンチはＴＯに向かって右    

側とする。 

（８） ＴＯは、初日・二日目の２試合目以降は負けオフィシャル。初日の１試合目は、３もしくは

４試合目の二チーム（会場から遠くないチーム）、２日目の１試合目は、第４シード枠の裏シ

ードの勝ち上がりの二チームとする。最終日は、宮崎地区にＴＯを依頼する。 

（９） 大会を通じて、各会場とも駐車開始可能時刻を第１試合の１時間１０分前、体育館開場を第

１試合の１時間前、フロアでの練習開始可能時刻を第１試合の３０分前とする。 

（10） 大会記念Ｔシャツは８月２０日（土）、２１日（日）に、山田体育館のフープスターサカイ

特設ブースで引き渡す。ただし、２１日は正午までとする。 

（11） 開会式は行わないが、優勝旗とカップ返還及びレプリカ贈呈を前年度優勝チーム（男子：潮

見、女子：延岡みなみ）の初戦の試合前に行う。 

（12） ２０日（土）１９時より指導者・役員懇親会を行う。会場・会費については携帯メールで知

らせる。出欠確認も携帯メールにて行う。 

（13） 空きコートに関しては、フロアアップは行わない。次試合のチームは試合開始予定時刻の 15

分前からアップを行うこととする。 

 

21  試合会場及び試合開始予定時刻（開会式は行わない） 

   ８月２０日（土） 

    会場 

 

 試合 

山田 

体育館 

A・Bコート 

志和池小 

体育館 

C・Dコート 

小学校 

体育館 

Ｅ・Ｆコート 

小学校 

体育館 

G・Hコート 

小学校 

体育館 

I・Jコート 

小学校 

体育館 

K・Lコート 

 第１試合 １０：００ １０：００ １０：００ １０：００ １０：００ １０：００ 

 第２試合 １１：００ １１：００ １１：００ １１：００ １１：００ １１：００ 

 第３試合 １２：００ １２：００ １２：００ １２：００ １２：００ １２：００ 

 第４試合 １３：００ １３：００ １３：００ １３：００ １３：００ １３：００ 

 第５試合 １４：００ １４：００ １４：００ １４：００ １４：００ １４：００ 

 第６試合 １５：００ １５：００ １５：００ １５：００ １５：００ １５：００ 

 第７試合 １６：００ １６：００ １６：００ １６：００ １６：００ １６：００ 

 

   ８月２１日（日）                                   ９月４日（日） 

    会場 

 

 試合 

山田 

体育館 

A・Bコート 

志和池小 

体育館 

C・Dコート 

 

 

 

 

 

 

 

 

      会場 

 

   試合 

宮崎市 

総合体育館 

A・Bコート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１試合   ９：３０   ９：３０ 女子準決勝  １０：００ 

 第２試合  １０：４０  １０：４０ 男子準決勝  １１：１０ 

 第３試合  １１：５０  １１：５０ 女子決勝・３決  １２：２０ 

 第４試合  １３：００  １３：００ 男子決勝・３決  １３：３０ 

 第５試合  １４：１０  １４：１０ 閉会式  １４：４０ 

 第６試合  １５：２０  １５：２０  

 


