
第２回宮崎県ミニバスケットボール地区対抗戦開催要項 
 

1 大会名 平成 29 年度宮崎県地区対抗ミニバスケットボール大会 

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 目的 県内のミニバスケットボールの各地区での活動を推進し、県内全域のミニバスケットボール

競技力のレベルアップを図る。 

5 期日 平成 29 年 12 月 16 日（土）、17 日（日） 

6 会場 綾てるはドーム 

7 参加資格 

(1) 平成 29 年度に、公益財団法人日本バスケットボール協会に選手登録していること。 

(2) 健康であり、保護者の承諾を得た者であること。 

(3) スポーツ安全保険に加入していること。 

8 チーム編成  

コーチ 1 名、アシスタントコーチ 2 名以下、マネージャー2 名以下、選手 10 名以上 20 名以下の合計

25 名までとする。 

9 競技方法  

主催者の作成する対戦表による。予選リーグ（総当たり戦）後、順位決定戦（各チーム、二日間で計４

試合）を行う。 

10 競技規則   

2017 年日本ミニ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則る。ただし、本大会は以下の

特別ルールを採用する。 

(1) 試合時間は、６－１－６－（３）－６－１－６とする。 

(2) タイムアウトは、後半は各クォーターに１回請求できる。 

(3) 後半のタイムアウト時に選手の交代を認める。 

(4) 試合終了時に同点の場合は、延長戦を勝負がつくまで行う。 

(5) ＴＯについては宮崎市内のチームにて対応する。 

(6) 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。そのため、

「チーム帯同コミッショナーを１名」出す。 

(7) １チームにつき２名、必ず帯同審判を出す。そのライセンスはＣ級以上、またはＣ級相当の技量を持

つＤ級とする。 

11 使用球  日本バスケットボール協会公認球（５号合成皮革球）とする。試合球はチーム持ち寄りとする。 

12 参加申込   

(1) 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「総務部：上米良」へメールにて送付すること。 

（１２月５日締め切り） 

(2) 参加料６，０００円（チーム負担）は、当日現金にて財務担当に支払いをすること。 

13 式典 

   (1) 開会式 

開会式は実施しない。 

(2) 閉会式 

全試合終了後に閉会式を実施し、男女各３位までのチームを表彰する。 



【男子】
１6日（土）

宮崎南部 西都・児湯 延岡 日向

日南 都城Ｅ 宮﨑北部 都城Ｗ

１7日（日）

１7日Ａ４ １7日Ｂ４ １7日Ｄ４

【女子】
１6日（土）

都城Ｅ 西都・児湯 宮崎南部 都城Ｗ

宮﨑北部 日向 日南 延岡

１7日（日）

１7日Ａ３ １7日Ｂ３ １7日Ｄ３

【試合開始時刻】
１6日（土） １7日（日）
○　１試合目 ９：３０～ 男子 ○　１試合目 ９：００～ 女子
○　２試合目 １０：５０～ 女子 ○　２試合目 １０：２０～ 男子
○　３試合目 １２：２０～ 男子 ○　３試合目 １１：５０～ 女子
○　４試合目 １３：４０～ 女子 ○　４試合目 １３：１０～ 男子

☆　閉会式 １４：２０～

第2回宮崎県ミニバスケットボール地区対抗戦　　　組み合わせ

１6日Ａ1

１6日Ａ４ １6日Ｃ4

１7日Ａ１ １7日Ｂ1 １7日Ｃ１ １7日Ｄ１

１6日Ａ3 １6日Ｃ3

１7日Ａ２ １7日Ｂ２

あパート いパート

１7日Ｃ３

１6日Ｄ1

１6日Ｄ２

１6日Ｂ４ １6日Ｄ4

１6日Ａ2 １6日Ｂ２ １6日Ｃ２

１7日Ｄ２

１6日Ｃ1

かパート きパート

１6日Ｂ3 １6日Ｄ3

１7日Ｃ４

１7日Ｃ２

１6日Ｂ1

か１位 き１位 か２位 き２位 か３位 き３位 か４位 き４位

あ１位 い１位 あ２位 い２位 あ３位 い３位 あ４位 い４位



試合・審判・ＴＯ・コミッショナー　一覧表

ＴＯ ＴＯ ＴＯ ＴＯ

1 宮崎南部 ｖｓ 日南 西都・児湯 ｖｓ 都城Ｅ 延岡 ｖｓ 宮崎北部 日向 都城Ｗ
９：３０～ 宮崎市女子チーム 宮崎市女子チーム 宮崎市女子チーム 宮崎市女子チーム

2 都城Ｅ ｖｓ 宮崎北部 西都・児湯、 ｖｓ 日向 宮崎南部 ｖｓ 日南 都城Ｗ ｖｓ 延岡
１０：５０～ 宮崎市男子チーム 宮崎市男子チーム 宮崎市男子チーム 宮崎市男子チーム

3 宮崎南部 ｖｓ 西都・児湯 日南 ｖｓ 都城Ｅ 延岡 ｖｓ 日向 宮崎北部 都城Ｗ
１２：２０～ 宮崎市女子チーム 宮崎市女子チーム 宮崎市女子チーム 宮崎市女子チーム

4 都城Ｅ ｖｓ 西都・児湯 宮崎北部 ｖｓ 日向 宮崎南部 ｖｓ 都城Ｗ 日南 ｖｓ 延岡
１３：４０～ 宮崎市男子チーム 宮崎市男子チーム 宮崎市男子チーム 宮崎市男子チーム

5

ＴＯ ＴＯ ＴＯ ＴＯ

1 都城Ｅ ｖｓ 日向 西都・児湯、 ｖｓ 宮崎北部 宮崎南部 ｖｓ 延岡 都城Ｗ 日南
９：００～ 宮崎市男子チーム 宮崎市男子チーム 宮崎市男子チーム 宮崎市男子チーム

2 宮崎南部 ｖｓ 都城Ｅ 西都・児湯 ｖｓ 日南 延岡 ｖｓ 都城Ｗ 日向 ｖｓ 宮崎北部
１０：２０～ 宮崎市女子チーム 宮崎市女子チーム 宮崎市女子チーム 宮崎市女子チーム

3 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
１１：５０～ 宮崎市男子チーム 宮崎市男子チーム 宮崎市男子チーム 宮崎市男子チーム

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～ 宮崎市女子チーム 宮崎市女子チーム 宮崎市女子チーム 宮崎市女子チーム

閉会式
１４：２０～

○　閉会式14：20～。片付け終了15：00予定。

か１位もしくはき1位 か2位もしくはき2位 か3位もしくはき3位 か4位もしくはき位

○　コートアップは2試合目のチームが8：20より1試合目のチームが8：40からでお願いします。

か１位もしくはき1位 か2位もしくはき2位 か3位もしくはき3位 か4位もしくはき4位

か１位、き1位 か2位、き2位 か3位、き3位 か4位、き4位

、日向 都城Ｅ 宮崎南部 延岡

か１位、き1位 か2位、き2位 か3位、き3位 か4位、き4位

宮﨑南部 都城Ｅ 都城Ｗ 延岡

西都・児湯、日向 都城Ｅ、宮崎北部 宮崎南部、日南 都城Ｗ、延岡

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

宮﨑南部、西都・児湯 都城Ｅ、日南 日向、都城Ｗ 延岡、宮崎北部

１段目：試合 １段目：試合 １段目：試合 １段目：試合
２段目：審判 ２段目：審判 ２段目：審判 ２段目：審判

１２月１7日（日）
Ａコート Ｂコート Ｃコート Ｄコート

○　コートアップは2試合目のチームが8：50より1試合目のチームが9：10からでお願いします。

宮崎南部 西都・児湯 日向 都城Ｗ

都城Ｅ 、宮崎北部 都城Ｗ 延岡

宮崎南部、日南 西都・児湯、都城Ｅ 延岡、日向 宮崎北部、都城Ｗ

日南 都城Ｅ 延岡 宮崎北部

都城Ｅ、日向 西都・児湯、宮崎北部 宮崎南部、都城Ｗ 日南、延岡

西都・児湯 日向 、日南 宮崎南部

西都・児湯、日南 宮崎南部、、都城Ｅ 延岡、都城Ｗ 日向、宮崎北部

都城Ｅ、西都・児湯 宮崎北部、日向 都城Ｗ、日南 宮崎南部、延岡

１段目：試合 １段目：試合 １段目：試合 １段目：試合
２段目：審判 ２段目：審判 ２段目：審判 ２段目：審判

１２月１6日（土）
Ａコート Ｂコート Ｃコート Ｄコート

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



第 2 回宮崎県ミニバスケットボール地区別対抗戦  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 18 名とします。 

山川、河野、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。 

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。 

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 

○ 宮崎市内のチームにて行います。男子 4 チーム、女子 4 チームにて 

○ ｛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。 

○ 個人賞としてベスト 5 と 優秀選手を男女で表彰します。 

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。 

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。 

○ 12 月 16 日に審判講習会を行います。更衣室横のスペース（自販機のあるところ）は講習会用と



します。シートを引かない様にお願いします。 

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 

○ 開場は、１6日（土）8：00、１7日（日）8：00 です。 

○ １試合目のチームのコートアップは、第 2試合目に練習を行うチームが開始時刻の 40 分前から、

第 1試合目に練習を行うチームが開始時刻の 20 分前からとします。 

○ 16 日（土）、8：30～会議室にて指導者の代表者会議を行います。各チーム指導者１名ご参加くだ

さい。（本資料をご持参ください。） 

○ ユニフォームは、濃淡二色必ず用意してください。その際、一つのチームのものでも、複数のチ

ームのものでも構いません（背番号の重複がないように）。なお、ユニフォームの取り扱いについ

ては、各チームの責任において慎重に行ってください。（盗難、破損、紛失等の責任の所在も各チ

ームです。）また、各チーム及び個人の持ち物についても、各チームの責任において行ってくださ

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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