
1 趣　旨 ミニバスケットボールを通して、県北地区の親睦・交流を深めるとともに、技術の向上を図り、

併せて児童の心身の育成とミニバスケットボールの普及発展に寄与することをねらいとする。

2 主  催 茨城県ミニバスケットボール連盟

茨城新聞社

3 主　催 茨城県県北地区ミニバスケットボール連盟

4 期日及び会場 ・平成２４年１０月２０日(土)【男女予選・女子フレンドリー大会】　北茨城市民体育館　　水府海洋センター　他

・平成２４年１０月２７日(土)【男女フレンドリー大会】　北茨城市民体育館

・平成２４年１０月２８日(日)【男女決勝リーグ・女子フレンドリー大会決勝】　高萩市民体育館

5 日　程 ・集合・準備 　　　８：００

・代表者会議　　　８：３０～

・第１試合　　　　　９：００～

  ※次の試合は前試合終了１０分後に開始します。

6 参加資格 平成２４年度県北ミニバスケットボール連盟に登録済みチーム、スポーツ安全協会障害保険に加入済みであり、

組み合せ代表者会議の当日に参加手続きを済ませた全チーム

7 参加費 １チーム：４，０００円

8 組み合せ 別紙の通り

9 競技上の注意 (1)競技方法は、リーグ戦を原則として、参加チーム数により決定する。

(2)ベンチは組み合わせ番号の若いチームが、オフィシャル席に向かって右側、ユニフォームは白色を

   着用する。

(3)ベンチは、選手１５名以内、コーチ１名、アシスタントコーチ２名、マネージャ１名、の１９名以内とする。

(4)１試合の出場人数は10名以上15名以内とする。3クォーターまでに10名を出場させる。

(5)エントリーは(参加の申し込み・選手登録)、連盟指定の方法により連盟指定日までに行うこと。

　 エントリー後の変更は、原則として認めない。しかし、怪我ややむを得ない事情に限り、当該選手と登録外

　 選手との入れ替えおよび追加登録は可能とする。

(6)試合時間は、前半6分－1分－6分　(ﾊｰﾌﾀｲﾑ5分)　後半6分－1分－6分　とし、後半を終わったとき

　 得点が同じ場合は、トーナーメント戦およびリーグ戦に関わらず延長戦を行う。延長戦は１回３分間の延長

　 時限を両チームの必要な回数だけ行う。各延長時限では後半と同じバスケットを攻撃する。また、各延長

   時限の前に２分間、間をおく。

　　尚、女子決勝リーグ、男子フレンドリー大会は前半５分－1分－５分　(ﾊｰﾌﾀｲﾑ5分)　後５分－1分－５分

　とする。（1日3試合実施、選手の健康面に留意するため）

(7)リーグ戦による順位の決定は、勝ち点(ポイント)によって決定する。【勝ち=２点，負け=１点，没収=０点】

　 上記で順位が決まらない場合は、「県北ミニバスケットボール連盟大会競技規則説明」により決定する。

(8)上記以外の競技規則は、日本バスケットボール協会発行のミニバスケットボール競技規則および「県北ミニ

　 バスケットボール連盟大会競技規則説明」による。

10 その他 (1)この大会の結果を基に平成2４年度　茨城新聞社杯　第40回茨城県ミニバスケットボール選手権大会に

　 県北地区代表として男女チームを連盟が推薦する。

(2)各チームは必ず審判を帯同すること。その際、審判員は審判ウェアーおよびワッペンを着用すること。

(3)各会場の準備、片付け等は、参加全チームで取り組んで下さい。

(4)開会式は行いません。審判割当表、ＴＯ割当表に基づき運営にご協力お願います。

(5)体育館の使用については会場の規定に従う。特に上履きと下履きの区別と持ち物の整理と管理を十分にし､

　 ゴミは各自持ち帰ること。

(6)駐車場は、他施設・地域住民の方々に迷惑のかからないように、ルールを守ること。

(7)二日目以降に残れなかったチームおよび関係者も県北ミニバス発展のために、観戦や審判講習等へ参加

   して下さい。

(8)選手やチーム関係者の競技中または大会中の事故や傷害については、主催者は責任を負わない。

【大会役員】

会　　   長 佐川　秀次

副　会　長 西野　博文　　　渡辺　光

顧　　　 問 関　　 喜彦　　　宮本　　 実  　　長谷川　幸生

参       与 鈴木　正博　　　根本　哲史   　阿部　幸江

大会実行委員長 吉田　尚史

大会実行副委員長　 木幡　昭子

【競技役員】

総務委員会 競技委員会

　　総務委員長 荷見　和美 　　競技委員長 内田　俊一

　　総務委員 佐藤　博之 　　競技委員 河野　瑞　　松下　等　 小泉　慎二　　篠原　豊二

審判委員会 ＴＯ委員会

　　審判委員長 岡野　さおり 　　ＴＯ委員長 樋本　松司

　　審判委員 山中　幹子　　　川崎　博文　　 　　TO委員 今野　浩　　　安蔵　英治

広報委員会 会計委員会

　　広報委員長 緑川　淳司 　　会計委員長 鈴木　治子

　　広報委員 勝沼　邦明　　田村　耕司 　　会計委員 阿久津　志津子　　小又　トシコ

監事 高橋　芳雄　　　
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10月20日（土）　10月20日（土）　10月20日（土）　10月20日（土）　

会場本部責任者　：荷見　和美

《北茨城市民体育館　Ｅ　Ｆコート》《北茨城市民体育館　Ｅ　Ｆコート》《北茨城市民体育館　Ｅ　Ｆコート》《北茨城市民体育館　Ｅ　Ｆコート》　会場管理者・チーム ＮＡＫＡＩＣＨＩ　　篠原　豊二会場管理者・チーム ＮＡＫＡＩＣＨＩ　　篠原　豊二会場管理者・チーム ＮＡＫＡＩＣＨＩ　　篠原　豊二会場管理者・チーム ＮＡＫＡＩＣＨＩ　　篠原　豊二 副責任者(兼審判)：木幡　昭子

試合 時間 ＴＯ 審 判

Ｅ１  9:00 ＷＡ 里美ドリームス － 水府 ＮＡＫＡＩＣＨＩ 金沢 ・ 常北

Ｅ２ 10:00 ＷＢ 水木 － 宮田 水府 里美ドリームス ・ 水府

Ｅ３ 11:00 ＷＣ 金沢 － 常北 水木 水木 ・ 宮田

Ｅ４ 12:30 ＷＡ ＮＡＫＡＩＣＨＩ - 里美ドリームス 常北 金沢 ・ 常北

Ｅ５ 13:30 ＷＢ Ｅ２勝ち - Ｆ２勝ち 里美ドリームス ＮＡＫＡＩＣＨＩ ・ 里美ドリームス

Ｅ６ 14:30 ＷＣ Ｅ３勝ち － Ｆ３勝ち 宮田 Ｅ２勝ち ・ Ｆ２勝ち

Ｅ７ 15:30 ＷＡ ＮＡＫＡＩＣＨＩ － 水府 金沢 Ｅ３勝ち ・ Ｆ３勝ち

試合 時間 ＴＯ 審 判

Ｆ１  9:00 ＷＤ ＡＴ・ＳＴＡＲＳ － 精華 坂本 明徳 ・ 高萩東・松岡

Ｆ２ 10:00 ＷＢ 十王 － あおいＪｒ． 精華 ＡＴ・ＳＴＡＲＳ ・ 精華

Ｆ３ 11:00 ＷＣ 明徳 － 高萩東・松岡 十王 十王 ・ あおいＪｒ

Ｆ４ 12:30 ＷＤ 精華 － 坂本 明徳 明徳 ・ 高萩東・松岡

Ｆ５ 13:30 ＷＢ Ｅ２負け － Ｆ２負け ＡＴ・ＳＴＡＲＳ 精華 ・ 坂本

Ｆ６ 14:30 ＷＣ Ｅ３負け － Ｆ３負け あおいＪｒ Ｅ２負け ・ Ｆ２負け

Ｆ７ 15:30 ＷＤ ＡＴ・ＳＴＡＲＳ － 坂本 高萩東・松岡 Ｅ３負け ・ Ｆ３負け

１０月２０日（土）　１０月２０日（土）　１０月２０日（土）　１０月２０日（土）　 会場本部責任者　：河野　瑞

《水府海洋センター　Ｃ　Ｄコート　》　会場管理者・チーム 　Ｈ．ＳＵＮＳ　西野　博文《水府海洋センター　Ｃ　Ｄコート　》　会場管理者・チーム 　Ｈ．ＳＵＮＳ　西野　博文《水府海洋センター　Ｃ　Ｄコート　》　会場管理者・チーム 　Ｈ．ＳＵＮＳ　西野　博文《水府海洋センター　Ｃ　Ｄコート　》　会場管理者・チーム 　Ｈ．ＳＵＮＳ　西野　博文 副責任者(兼審判)：岡野　さおり

試合 時間 ＴＯ 審 判

Ｃ１  9:00 ＭＡ Ｈ・ＳＵＮＳ － 金砂郷 塙山 石岡ファイターズ ・ 助川

Ｃ２ 10:00 ＭＣ ＮＡＫＡＩＣＨＩ － 坂本 金砂郷 Ｈ・ＳＵＮＳ ・ 金砂郷

Ｃ３ 11:00 ＦＢ 石岡ファイターズ － 助川 坂本 ＮＡＫＡＩＣＨＩ ・ 坂本

Ｃ４ 12:30 ＭＡ Ｈ・ＳＵＮＳ － 塙山 助川 石岡ファイターズ ・ 助川

Ｃ５ 13:30 ＭＣ Ｃ２勝ち Ｄ２勝ち Ｈ・ＳＵＮＳ Ｈ・ＳＵＮＳ 塙山

Ｃ６ 14:30 ＦＢ Ｃ３勝ち － Ｄ３勝ち ＮＡＫＡＩＣＨＩ Ｃ２勝ち ・ Ｄ２勝ち

Ｃ７ 15:30 ＭＡ 金砂郷 － 塙山 石岡ファイターズ Ｃ３勝ち ・ Ｄ３勝ち

試合 時間 ＴＯ 審 判

Ｄ１  9:00 ＭＢ 十王 － 水木 精華 金砂郷 ・ 日立籠球

Ｄ２ 10:00 ＭＣ 常北 － 高萩東・松岡 十王 十王 ・ 水木

Ｄ３ 11:00 ＦＢ 金砂郷 － 日立籠球 高萩東・松岡 常北 ・ 高萩東・松岡

Ｄ４ 12:30 ＭＢ 十王 － 精華 金砂郷 金砂郷 ・ 日立籠球

Ｄ５ 13:30 ＭＣ Ｃ２負け － Ｄ２負け 水木 十王 ・ 精華

Ｄ６ 14:30 ＦＢ Ｃ３負け － Ｄ３負け 常北 Ｃ２負け ・ Ｄ２負け

Ｄ７ 15:30 ＭＢ 水木 － 精華 日立籠球 Ｃ３負け ・ Ｄ３負け

１０月２７日（土）　フレンドリー大会１０月２７日（土）　フレンドリー大会１０月２７日（土）　フレンドリー大会１０月２７日（土）　フレンドリー大会 会場本部責任者　：吉田　尚史

《北茨城市民体育館　Ｅ　Ｆコート　》　会場管理者・チーム 　ファイターズ　樋本　松司《北茨城市民体育館　Ｅ　Ｆコート　》　会場管理者・チーム 　ファイターズ　樋本　松司《北茨城市民体育館　Ｅ　Ｆコート　》　会場管理者・チーム 　ファイターズ　樋本　松司《北茨城市民体育館　Ｅ　Ｆコート　》　会場管理者・チーム 　ファイターズ　樋本　松司 副責任者(兼審判)：緑川　淳司

試合 時間 ＴＯ 審 判

E1  9:00 ＦＡ 塙山 － 大久保 池の川 日立籠球 ・ 大久保

E2 10:00 男子 （日立籠球） － 大久保 ファイターズ 塙山 ・ 大久保

E3 11:00 ＦＡ 池の川 － 塙山 大久保 日立籠球 ・ 大久保

E4 13:00 男子 ファイターズ － 大久保 塙山 池の川 ・ 塙山

E5 14:00 ＦＡ 池の川 － 大久保 大沼 ファイターズ ・ 大久保

E6 15:00 男子決勝 ４勝ち － 池の川 大久保 華中Ｊｒ ・ 常陸太田ＳＵＮＳ

試合 時間 ＴＯ 審 判

F1  9:00 ＦＣ 太田東ドリームス － 常陸太田ＳＵＮＳ 華中Ｊｒ 大沼 ・ 池の川

F2 10:00 男子 （大沼） － 池の川 常陸太田ＳＵＮＳ 太田東ドリームス ・ 常陸太田ＳＵＮＳ

F3 11:00 ＦＣ 華中Ｊｒ － 太田東ドリームス 池の川 大沼 ・ 池の川

F4 13:00 男子 日立籠球 － 大沼 太田東ドリームス 華中Ｊｒ ・ 太田東ドリームス

F5 14:00 ＦＣ 華中Ｊｒ － 常陸太田ＳＵＮＳ 日立籠球 日立籠球 ・ 大沼

＊4試合目ファイターズ負けの場合交流戦を実施。当日調整

対戦チーム

対戦チーム

対戦チーム

対戦チーム

対戦チーム

対戦チーム
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１０月２８日（日）　男女決勝リーグ　　フレンドリー大会女子決勝リーグ１０月２８日（日）　男女決勝リーグ　　フレンドリー大会女子決勝リーグ１０月２８日（日）　男女決勝リーグ　　フレンドリー大会女子決勝リーグ１０月２８日（日）　男女決勝リーグ　　フレンドリー大会女子決勝リーグ

競技総括責任者：内田　俊一

審判総括責任者：岡野　さおり

ＴＯ総括責任者 ：樋本　松司

試合 時間 ＴＯ 審 判　※指名審判

A1   9:00 女子 ＷＡ１位 － ＷB１位 MA１位 ・

A2 10:00 男子 ＭＢ１位 － MC１位 前の試合の負け ・

A3 11:20 女子 ＷＡ１位 － ＷＣ１位 ＭＢ1位 ・

昼休み（約４０分)

A4 13:00 男子 MＡ１位 － ＭＣ１位 前試合の負け ・

A5 14:20 女子 ＷＡ１位 － ＷＤ１位 MC１位 ・

A6 15:20 男子 MＡ１位 － MＢ１位 未実施のチーム ・

試合 時間 ＴＯ 審 判　※指名審判

B1   9:00 女子 ＷＣ1位 － ＷＤ1位 ＦＡ1位 ・

B2 10:00 フレンドリー ＦＢ1位 － ＦＣ1位 前試合の負け ・

B3 11:20 女子 ＷＢ1位 － ＷＤ1位 ＦＣ1位 ・

昼休み（約４０分)

B4 13:00 フレンドリー ＦＡ1位 － ＦＢ1位 前試合の負け ・

B5 14:20 女子 ＷＢ1位 － ＷＣ1位 ＦＢ1位 ・

B6 15:20 フレンドリー ＦＡ1位 － ＦＣ1位 未実施のチーム ・

●決勝日は８：００～集合・準備　８：３０～代表者会議　９：００～第１試合開始　※試合時間は予定通りで行います。

●決勝日の第６試合終了後、片付けの後に閉会式を行います。

《確認事項》《確認事項》《確認事項》《確認事項》

　☆８：００～集合・準備　，８：３０～代表者会議　，９：００～第１試合開始　※以降、前試合終了１０分後に次の試合を開始する。

　☆試合時間は予定時刻です。次の試合は前試合終了１０分後に速やかに開始し、早めの進行をお願いします。

　☆試合が連続となる場合は、前試合終了３０分後に次の試合を開始します。

　☆お昼休みは、各会場本部責任者の判断で３０分～４０分を設けてください。

　☆審判・ＴＯ割当は決定ではありません、朝の代表者会議で確認して下さい。

　☆各チームは審判を帯同すること。その際、審判員は審判ウェアーおよびワッペンを着用すること。

　☆各会場の準備と後片づけは全チームで取り組んでください。

　☆オフィシャルを行うチームの指導者は、必ず１名オフィシャル席に入りＴＯ主任となる。

　☆デジタイマー，ＴＯセット等はＴＯ委員会にての準備、調達。

●会場管理者・チームは、会場地区又は前大会上位チームに担当をお願いをします。

　①会場管理者には、大会中の会場(体育館内、駐車場含む周辺)の管理の協力をお願いします。

　③会場内(体育館内)チーム応援席(控え席)の割振りをお願いします。

　②会場管理チームには、役員、指導者用の飲み物等の準備、会場(体育館内、駐車場含む周辺)の管理のご協力をお願いします。

　④使用上の注意等は、各体育館借用責任者へ確認して下さい。

●会場本部責任者は、連盟の理事以上の役員が担い、その会場の運営責任者となり一切の責任を負う。主な責務は、以下の通りです、

　①会場のコート設営・試合進行・会場管理等の競技運営関係全般

　②試合結果の記録と報告

●会場副本部責任者は、連盟の理事以上の役員が担い、その会場の審判およびＴＯ関係責任者となり一切の責任を負う。

　①審判割振り調整等の審判運営の管理

　②TOチーム及びTO主任割振り調整等のTO運営の管理

《高萩市民体育館　Ａ　Ｂコート》《高萩市民体育館　Ａ　Ｂコート》《高萩市民体育館　Ａ　Ｂコート》《高萩市民体育館　Ａ　Ｂコート》  会場管理者・チーム　鈴木　治子　　男子ＭＢ1位会場管理者・チーム　鈴木　治子　　男子ＭＢ1位会場管理者・チーム　鈴木　治子　　男子ＭＢ1位会場管理者・チーム　鈴木　治子　　男子ＭＢ1位

対戦チーム

対戦チーム
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