
【男子】
１７日（土）

Ａ１ Ａ５ Ｂ１ Ｂ５ Ｃ１ Ｃ５

１８日（日）

Ａ１ Ａ５ Ｂ１ Ｂ５ Ｃ１ Ｃ５

【女子】
１７日（土）

都城Ｅ 延岡 宮崎北部 西都・児湯

日向 宮﨑南部 日南 都城Ｗ

１８日（日）

１８日Ａ４ １８日Ｂ４ １８日Ｄ４

【試合開始時刻】

１７日（土） １８日（日）

○ １試合目 　９：３０～ ○ １試合目 　９：００～

○ ２試合目 １０：５０～ ○ ２試合目 １０：２０～

○ ３試合目 １２：２０～ ○ ３試合目 １１：５０～

○ ４試合目 １３：４０～ ○ ４試合目 １３：１０～

○ ５試合目 １４：５０～ ○ ５試合目 １４：２０～

☆ 閉会式 １５：２０～

※ 「ＴＯ」及び「アップ」の関係で、試合間が少しずつ違っています。ご注意ください。
（審判・コミッショナー・ＴＯの割り振りについては、別紙の一覧表をご覧ください。）

１８日Ｃ４

１７日Ｄ２

１７日Ｃ２

１８日Ａ２ １８日Ｂ２ １８日Ｃ２ １８日Ｄ２

１７日Ｄ２

う３位

１７日Ａ２

１７日Ａ４

１７日Ｂ４

１７日Ｂ２ １７日Ｃ２

い１位 う１位 　い２位 う２位 　い３位

あ１位 あ２位 あ３位

あ い う

第１回宮崎県ミニバスケットボール地区対抗戦　 　組み合わせ

宮崎北部

都城Ａ 日向

宮﨑南部

　西都・児湯 西諸 　日南

都城Ｂ

延岡

あ い う

Ｃ３

Ｃ３

Ｂ３Ａ３

Ｃ３Ｂ３Ａ３

か１位 き１位 か２位 き２位 か３位 き３位 か４位 き４位
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ＴＯ ＴＯ ＴＯ ＴＯ

1 宮崎北部 ｖｓ 都城Ａ 宮崎南部 ｖｓ 西都・児湯 都城Ｂ ｖｓ 日南
　９：３０～ 日向 西諸 延岡

2 都城Ｅ ｖｓ 日向 宮崎南部 ｖｓ 延岡 宮崎北部 ｖｓ 日南 都城Ｗ ｖｓ 西都・児湯 宮崎北部・南部
１０：5０～ 宮崎北部 宮崎南部 都城Ｂ の中から

（３Ｑから交代可）

3 都城Ａ ｖｓ 日向 西都・児湯 ｖｓ 西諸 日南 ｖｓ 延岡
１２：２０～ １、２Ｑ　都城Ｅ　 １、２Ｑ　西都児湯　 １、２Ｑ　延岡

３、４Ｑ　日向　 ３、４Ｑ　都城Ｗ ３、４Ｑ　日南

4 延岡 ｖｓ 都城Ｅ 日向 ｖｓ 宮崎南部 西都・児湯 ｖｓ 宮崎北部 日南 ｖｓ 都城Ｗ
１３：４０～ 都城Ａ 西都・児湯 日南 都城Ａ

5 日向 ｖｓ 宮崎北部 西諸 ｖｓ 宮﨑南部 延岡 ｖｓ 都城Ｂ
１４：５０～ 宮崎北部 宮崎南部 西都・児湯

（３Ｑから交代可）

ＴＯ ＴＯ ＴＯ ＴＯ

1 あ１位 ｖｓ い１位 あ２位 ｖｓ い２位 あ３位 ｖｓ い３位
　９：００～ う１位 う２位 う３位

2 都城Ｅ ｖｓ 宮﨑南部 日向 ｖｓ 延岡 宮崎北部 ｖｓ 都城Ｗ 日南 ｖｓ 西都・児湯
１０：２０～ あ１位 あ２位 あ３位 あ１位

（３Ｑから交代可）

3 い１位 ｖｓ う１位 い２位 ｖｓ う２位 い３位 ｖｓ う３位
１１：５０～ １、２Ｑ　都城Ｅ　 １、２Ｑ　都城Ｗ　 １、２Ｑ　日南　

３、４Ｑ　日向　 ３、４Ｑ　西都児湯 ３、４Ｑ　延岡　

4 か１位 ｖｓ き１位 か２位 ｖｓ き２位 か３位 ｖｓ き３位 か４位 ｖｓ き４位
１３：１０～ い１位 い２位 い３位 い１位

5 う１位 ｖｓ あ１位 う２位 ｖｓ あ２位 う３位 ｖｓ あ３位 都城Ｅ・都城Ｗ
１４：２０～ 宮崎北部 宮崎南部 の中から

（３Ｑから交代可）

○　閉会式１５：２０～。片付け終了１６：１０予定。
○　２日目、「試合」と「審判及びコミッショナー」が同地区となった場合、１日目終了後、「審判及びコミッショナー」を入れ替える。午後６時までにはＨＰにアップするので各チーム必ず確認を。（ＴＯは変更なし）

延岡、西都・児湯 日向、日南 都城Ｅ、都城Ｗ
延岡、西都・児湯 日向、日南 都城Ｅ、都城Ｗ

都城Ｂ、西諸

宮﨑南部、延岡 都城Ｅ、日向 西都・児湯、都城Ｗ
宮﨑南部、延岡 都城Ｅ、日向 西都・児湯、都城Ｗ

延岡、日向 日南、西都・児湯 都城Ａ、宮崎北部 都城Ｂ、宮崎南部
延岡、日向 日南、西都・児湯 都城Ａ、宮崎北部

都城Ａ、宮崎北部 日南、西都・児湯 都城Ｂ、宮崎南部
延岡、日向 都城Ａ、宮崎北部 日南、西都・児湯 都城Ｂ、宮崎南部

日向、日南 延岡、都城Ｅ 宮崎北部、宮崎南部
日向、日南 延岡、都城Ｅ 宮崎北部、宮崎南部

延岡、日向

２段目：審判 ２段目：審判 ２段目：審判 ２段目：審判
３段目：コミッショナー ３段目：コミッショナー ３段目：コミッショナー ３段目：コミッショナー

１２月１８日（日）

１段目：試合 １段目：試合 １段目：試合 １段目：試合
ＤコートＣコートＢコートＡコート

日南、西都・児湯 宮崎北部、都城Ｗ 日南、西都・児湯
日南、西都・児湯 宮崎北部、都城Ｗ 日南、西都・児湯

都城Ａ、宮崎北部 日向、都城Ｂ 西都・児湯、延岡
宮﨑南部、西諸 都城Ａ、宮崎北部 日向、都城Ｂ 西都・児湯、延岡
宮﨑南部、西諸

宮﨑南部、延岡 都城Ｅ、日向 西都・児湯、都城Ｗ
宮﨑南部、延岡 都城Ｅ、日向 西都・児湯、都城Ｗ

宮崎北部、延岡 都城Ｂ、西諸 都城Ａ、日向 宮崎南部、日南

１段目：試合
２段目：審判

３段目：コミッショナー

１段目：試合
２段目：審判

３段目：コミッショナー

宮崎北部、延岡 都城Ｂ、西諸 都城Ａ、日向 宮崎南部、日南

日向、延岡 都城Ｗ、都城Ｅ 宮崎北部、宮崎南部
日向、延岡 都城Ｗ、都城Ｅ 宮崎北部、宮崎南部

第１回宮崎県ミニバスケットボール地区対抗戦　　　「試合・審判・コミッショナー・ＴＯ」一覧表

１段目：試合
２段目：審判

３段目：コミッショナー

１段目：試合
２段目：審判

３段目：コミッショナー

Ａコート Ｂコート Ｃコート Ｄコート
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第１回宮崎県ミニバスケットボール地区対抗戦  確認事項 

 

１ 「大会役員」について 

○ 本大会の役員は、県ミニ連常任理事及び理事の中の以下の２０名とします。 

山川、佐藤、河野（光）、寺坂、本薗、上米良、堀内、福田、北林、浅利、久木山、外村、川崎、

安藤、笠、児玉（晃）、橋本、酒井（朋）、中村、岩元 

２ 「会場設営、後片付け」について 

○ 宮崎地区のチーム関係者及び今大会役員（一部）で行います。 

３ 「駐車場」について 

○ 今大会は、各地区の選抜チームですが、できるだけ相乗りでお越しください。 

○ 体育館南西側の「図書館」付近には駐車しないでください。 

４ 「試合開始時刻」について 

○ 別紙の「組み合わせ」「試合・審判・コミッショナー・ＴＯ一覧表」でご確認ください。 

○ 一日目と二日目の第１試合の開始時刻は違います。 

○ 「ＴＯ」と｛アップ｝の関係上、「試合間」も違いますので間違えないようにしてください。 

（女子は、総チーム数の関係上、一試合しか空かないことや昼食時間の確保のことから、試合前の

時間を若干長く設定しています。） 

５ 「審判」について 

○ 今大会は「チーム帯同審判」です。県ミニ連からの審判謝礼や旅費はありません。昼食等も各地区

で用意してください。 

○ 二日目、「試合」と「審判」が同地区となった場合、一日目終了後、「審判」を入れ替えます。一日

目の午後６時までにはＨＰにアップしますので各チーム必ず確認してください。 

６ 「コミッショナー」について 

○ 今大会は「チーム帯同コミッショナー」です。謝礼や旅費、昼食についても審判と同じです 

○ 二日目、「試合」と「コミッショナー」が同地区となった場合は、前述の「審判」と同様の対応を

します。 

７ 「ＴＯ」について 

○ 別紙の一覧表通りとします。 

○ 特に、女子チームについては、変則的な割り振りとなっていますが、その旨ご理解いただきご協力

お願いします。 

○ ｛ＴＯ｝については、二日目も変更はありません。 

８ 「式典（開・閉会式及び表彰）」について 

○ 開会式は行いません。 

○ 閉会式には全チームご参加ください。閉会式で、男女各１～３位までのチームを表彰します。 

９ 「アップ」について 

○ 前の試合が終わるまでのアップは、基本的には外で行ってください。 

○ 雨天の場合、応援席後方のスペースで、応援に支障のない範囲で、ボールを使用せずに行ってくだ

さい。 
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10 「シート等を敷く場所」について 

○ 各チーム、基本的には外にお願いします。雨天の場合、他の体育館利用者（トレーニングルーム等）

に支障のない範囲で、ロビー及び倉庫を開放します。その際、譲り合って全チームが敷けるようご

配慮ください。 

11 「応援及び観戦」について 

○ コート横（ベンチの対面）に応援席があります。そこでお願いします。他地区のチームの観戦及び

応援（選手等）は、応援席以外でお願いします。 

１２ 「会場使用上の注意」について 

○ 弁当殻等、チームから出たゴミは、全て持ち帰ってください。弁当殻を業者等に回収に来てもらう

場合は、必ず手渡しです。体育館外に置かないでください。 

○ 喫煙は決められた場所のみです。 

○ 館内のコンセントは使用禁止です。 

※ 写真・ビデオ等で撮影した場合、そのデータをＳＮＳ等にアップしたりすることは厳禁です。ま

た、フラッシュを使っての撮影も厳禁です。 

1３ その他 

○ ユニフォームは、濃淡二色必ず用意してください。 

○ 本部（会議室）に常駐できるのは、大会役員及び来賓のみです。 

○ 役員でない帯同審判・コミッショナー、各チーム指導者の方の常駐はご遠慮ください。 

○ 帯同審判・コミッショナーで、やむを得ず、貴重品等が入ったバッグ等を会議室におきたいという

場合は、バッグを「置く」「持ち出す」ための一時的な入室は可とします。更衣は更衣室をご利用

ください。 
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