
平成３０年度県南Ｂ地区ミニバスケットボール大会 

 市町村対抗６年生大会（Ｅｘｔｒａ Ｓｔａｇｅ）開催要項 

 

１ 目的 

他チームの同学年の児童が集まり、共に練習・試合を行うことにより、相互の技術の向上とバスケット

ボールを通じた仲間であるという連帯感を高めることを目的として開催する。 

２ 日時    平成 31 年 3 月 2 日(土)  男女同日開催 

【男子】 

つくば市 豊里体育館 （住所 つくば市高野 1240-3）（豊里窓口センター隣接） 

県南Ｂ地区スタッフ集合 8 時 30 分    開場：8 時 40 分  試合開始：9 時 00 分 

取手市 グリーンスポーツセンター（住所 取手市野々井 1299 番地） 

県南Ｂ地区スタッフ集合 8 時 30 分    開場：8 時 40 分  試合開始：9 時 00 分 

※開会式は行いません。指導者打ち合わせは入場後すぐに行います。準備ができ次第試合に入ります。 

【女子】 

 つくば市 大穂体育館 （住所 筑穂 1-10-4）（大穂庁舎隣接大穂交流センター内） 

県南Ｂ地区スタッフ集合 8 時 45 分    開場：9 時 00 分  試合開始：9 時 30 分 

守谷市 常総広域運動公園総合体育館 （住所 守谷市野木崎 4700） 

県南Ｂ地区スタッフ集合 8 時 30 分    開場：9 時 00 分  試合開始：9 時 30 分 

※開会式は行いません。指導者打ち合わせは入場後すぐに行います。準備ができ次第試合に入ります。 

３ 主催 

県南Ｂ地区ミニバスケットボール連盟 
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４ 共催 

取手市ミニバスケットボール連盟 守谷市ミニバスケットボール連盟 

つくばみらい市ミニバスケットボール連盟 つくば市ミニバスケットボール協会 

５ 競技上の注意 

(1) ルールは、中学生ルールで行い以下のルールを加える。 

① タイムアウトは各Ｑに１回とする 

 ② メンバーチェンジはタイムアウト時に行えるものとする。 

(2) チーム編成については以下のとおりとする。 

 ①市町村単位の６年生で編成されているチーム 

（人数不足や人数過多の場合は近隣市町村合同チームでも可）  ※必ず６年生で編成して下さい。 

 ②メンバーの起用は各チームの判断によるものとする。 

(3) 試合時間他 

１Ｑ6分【6-(1)-6-(3)-6-(1)-6】 

※試合間 ３チームリーグ 15分  それ以外 7分 

※会場使用可能時間の都合により試合時間調整を行う場合があります 

(4) 予選リーグは延長戦は行わない。勝ち点制とし、勝ちチームは２点、引き分けは１点、負けチー

ムは０点。チームの順位決定方法は、次の順で決定する。  

①勝ち点の大なるチームが上位。  

②ゴールアベレージ（総得点÷総失点）の大なるチームが上位。  

③得失点差（総得点－総失点）の大なるチームが上位。  

④上記①②③で順位が決まらない場合は代表者による抽選で決定。   
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順位決定戦において同点の場合は代表者による抽選で決定する。 

(5) ベンチは、組み合わせ表の番号が若いチームがオフィシャル席に向かって右側とし、ユニフォ

ームは原則として白とする。 

  （状況により、該当チーム間でユニフォームの色は調整してもかまいません。） 

６ 参加費   １チーム３,０００円 

7 組み合わせ 

組み合わせは県南Ｂ地区ミニバスケットボール連盟の責任抽選とする。※別紙組み合わせ表を参照 

8 救 護 

(1) 簡単な怪我などの応急処置については各チームでの対応をお願いします。 

(2) 緊急な処置を必要とする場合の連絡先は次の通りです。 

※緊急医療情報コントロールセンター（０２９－２４１－４１９９） 

9 その他 

(1) 各チーム指導者は、会場内で起こった器物破損や事故等について、些細なことでも主催者または

会場責任者へ申し出てください。 

(2) 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、主催者は一切責任を負いま

せん。 

(3) 体育館の使用については、会場の規則に従ってください。特に上履きと下履きの区別に十分ご注

意ください。 

(4) 会場やその周辺での「ごみの持ち帰り」の励行にご協力ください。 

(5) 会場内のコンセントは使用しないでください。 

(6) 飲み物、お茶菓子などの接待は行いません。 

3 / 13



※駐車場に限りがありますのでなるべく乗合でお越し下さい。 

１0 問い合わせ 

ご不明な点がございましたら、各地区の理事長経由で県南Ｂ地区ミニバスケットボール連盟理事長  

久川まで連絡をください。 
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No 市町村名 会場 No 市町村名 会場

1 県北Ａ ｸﾞﾘｰﾝｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 1 県北Ａ 大穂体育館

2 県北Ｂ 豊里体育館 2 県北Ｂ 常総広域運動公園体育館

3 鹿嶋鉾田連合 豊里体育館 3 鹿嶋市 常総広域運動公園体育館

4 神栖市 ｸﾞﾘｰﾝｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 4 行方鉾田連合 常総広域運動公園体育館

5 水戸選抜 ｸﾞﾘｰﾝｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 5 水戸選抜 常総広域運動公園体育館

6 みのり男子 ｸﾞﾘｰﾝｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 6 小美玉市 常総広域運動公園体育館

7 土浦地区 ｸﾞﾘｰﾝｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 7 土浦地区 常総広域運動公園体育館

8 稲敷地区 ｸﾞﾘｰﾝｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 8 牛久地区 大穂体育館

9 牛久・龍ヶ崎地区 ｸﾞﾘｰﾝｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 9 龍ヶ崎地区 常総広域運動公園体育館

10 県西チーム 豊里体育館 10 坂東市 常総広域運動公園体育館

11 つくば市Ａ ｸﾞﾘｰﾝｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 11 常総市 常総広域運動公園体育館

12 つくば市Ｂ 豊里体育館 12 古河市 大穂体育館

13 つくばみらい市 ｸﾞﾘｰﾝｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 13 つくば市 大穂体育館

14 取手市 ｸﾞﾘｰﾝｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 14 つくばみらい市 常総広域運動公園体育館

15 守谷市 ｸﾞﾘｰﾝｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 15 取手市 常総広域運動公園体育館

16 守谷市 常総広域運動公園体育館

ＥＸＴＲＡ　ＳＴＡＧＥ　参加チーム　一覧　【男子】 ＥＸＴＲＡ　ＳＴＡＧＥ　参加チーム　一覧　【女子】
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試合時間 白 × 濃

つくば市Ｂ 県西チーム 鹿嶋鉾田連合 県北Ｂ

鹿嶋鉾田連合 県北Ｂ つくば市Ｂ 県西チーム

つくば市Ｂ 県北Ｂ 県西チーム 鹿嶋鉾田連合

県西チーム 鹿嶋鉾田連合 つくば市Ｂ 県北Ｂ

県西チーム 県北Ｂ つくば市Ｂ 鹿嶋鉾田連合

つくば市Ｂ 鹿嶋鉾田連合 県西チーム 県北Ｂ

Ｗe１ つくば市Ｂ

Ｗe２ 県西チーム

Ｗe３ 鹿嶋鉾田連合

Ｗe４ 県北Ｂ

喫煙は所定の場所でお願いします。

路上駐車の無いようにお願いします。

6-(1)-6-(3)-6-(1)-6　　　試合間15分

勝ち上がりの状況によりユニフォーム着替え時間が必要となる場合は時間調整をして下さい。

上履き・下履きの区別をお願いします．

体育館・校舎・花壇・校庭・器具・備品などに，いたずらや破損につながる行為のないようにお願いいたします．

ゴミの持ち帰りにご協力をお願いいたします．

忘れ物の無いように注意してください．

Ａ-5 14:30 × ・ 鹿嶋鉾田連合

Ａ-6 15:30 × ・ 県北Ｂ

お昼休み

Ａ-4 13:30 × ・ つくば市Ｂ

Ａ-2 10:30 × ・ つくば市Ｂ

Ａ-3 11:30 × ・ 県西チーム

【男子】３月２日　県南Ｂエクストラステージ　豊里体育館

審判 ＴＯ・得点

Ａ-1 9:30 × ・ 鹿嶋鉾田連合
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試合時間 白 × 濃 試合時間 白 × 濃

土浦地区 つくば市Ａ 稲敷地区 つくばみらい市 牛久・龍ヶ崎地区 水戸選抜 取手市 神栖市

稲敷地区 つくばみらい市 土浦地区 つくば市Ａ 取手市 守谷市 牛久・龍ヶ崎地区 水戸選抜

つくば市Ａ 県北Ａ 稲敷地区 つくばみらい市 水戸選抜 神栖市 取手市 守谷市

つくばみらい市 みのり男子 つくば市Ａ 県北Ａ

土浦地区 県北Ａ つくばみらい市 みのり男子 牛久・龍ヶ崎地区 神栖市 水戸選抜 取手市

稲敷地区 みのり男子 土浦地区 県北Ａ B-2勝ち × Mc2位 B-2負け Mc1位

ａブロック３位 ｂブロック３位 当日調整 当日調整 B-2負け × Mc3位 B-2勝ち Mc2位

ａブロック２位 ｂブロック２位 当日調整 当日調整 B-2勝ち × Mc1位 B-2負け Mc3位

ａブロック１位 ｂブロック１位 当日調整 当日調整 当日調整可能です 当日調整可能です

Ｍａ１ 土浦地区 Ｍｃ１ 牛久・龍ヶ崎地区

Ｍａ２ つくば市Ａ Ｍｃ２ 水戸選抜

Ｍａ３ 県北Ａ Ｍｃ３ 神栖市

Ｍｂ１ 稲敷地区

Ｍｂ２ つくばみらい市 Ｍｄ1 取手市

Ｍｂ３ みのり男子 Ｍｄ2 守谷市

路上駐車の無いようにお願いします。 路上駐車の無いようにお願いします。

昼食

ゴミの持ち帰りにご協力をお願いいたします． ゴミの持ち帰りにご協力をお願いいたします．

忘れ物の無いように注意してください． 忘れ物の無いように注意してください．

喫煙は所定の場所でお願いします。 喫煙は所定の場所でお願いします。

勝ち上がりの状況によりユニフォーム着替え時間が必要となる場合は時間調整をして下さい。 勝ち上がりの状況によりユニフォーム着替え時間が必要となる場合は時間調整をして下さい。

上履き・下履きの区別をお願いします． 上履き・下履きの区別をお願いします．

体育館・校舎・花壇・校庭・器具・備品などに，いたずらや破損につながる行為のないようにお願いいたします． 体育館・校舎・花壇・校庭・器具・備品などに，いたずらや破損につながる行為のないようにお願いいたします．

× ・

6-(1)-6-(3)-6-(1)-6　　　試合間7分 6-(1)-6-(3)-6-(1)-6　　　試合間7分

15:55

Ａ-7 15:00 × ・ 当日調整 Ｂ-6

・ B-2負け

Ａ-9 16:50 × ・ 当日調整

15:00 ・ B-2勝ち

Ａ-8 15:55 × ・ 当日調整 Ｂ-7

Ａ-6 14:05 × ・ つくばみらい市 Ｂ-5 14:05 ・ B-2負け

13:10 ×

・ 牛久・龍ヶ崎地区

Ａ-4 12:15 × ・ 稲敷地区 12:15

・ 水戸選抜Ａ-5 13:10 × ・ つくば市Ａ Ｂ-4

10:25 × ・ 水戸選抜

Ａ-3 11:20 × ・ 土浦地区 Ｂ-3

Ａ-2 10:25 × ・ みのり男子 Ｂ-2

11:20 ×

Ａ-1 9:30 × ・ 県北Ａ Ｂ-1

【男子】３月２日　県南Ｂエクストラステージ　グリーンスポーツセンターＡ 【男子】３月２日　県南Ｂエクストラステージ　グリーンスポーツセンターＢ

審判 ＴＯ・得点 審判 ＴＯ・得点

9:30 × ・ 神栖市
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試合時間 白 × 濃

つくば市 県北Ａ 牛久地区 古河市

牛久地区 古河市 つくば市 県北Ａ

つくば市 古河市 県北Ａ 牛久地区

県北Ａ 牛久地区 つくば市 古河市

県北Ａ 古河市 つくば市 牛久地区

つくば市 牛久地区 県北Ａ 古河市

Ｗe１ つくば市

Ｗe２ 県北Ａ

Ｗe３ 牛久地区

Ｗe４ 古河市

【女子】３月２日　県南Ｂエクストラステージ　大穂体育館

審判 ＴＯ・得点

Ａ-1 9:30 × ・ 牛久地区

Ａ-2 10:30 × ・ つくば市

Ａ-3 11:30 × ・ 県北Ａ

14:30 × ・ 牛久地区

Ａ-4 13:30 × ・ つくば市

路上駐車の無いようにお願いします。

お昼休み

ゴミの持ち帰りにご協力をお願いいたします．

忘れ物の無いように注意してください．

喫煙は所定の場所でお願いします。

勝ち上がりの状況によりユニフォーム着替え時間が必要となる場合は時間調整をして下さい。

上履き・下履きの区別をお願いします．

体育館・校舎・花壇・校庭・器具・備品などに，いたずらや破損につながる行為のないようにお願いいたします．

6-(1)-6-(3)-6-(1)-6　　　試合間15分

Ａ-6 15:30 × ・ 古河市

Ａ-5
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試合時間 白 × 濃 試合時間 白 × 濃

土浦地区 常総市 小美玉市 県北Ｂ 取手市 行方鉾田連合 鹿嶋市 坂東市

小美玉市 県北Ｂ 土浦地区 常総市 鹿嶋市 坂東市 取手市 行方鉾田連合

常総市 水戸選抜 小美玉市 県北Ｂ 行方鉾田連合 龍ヶ崎地区 鹿嶋市 坂東市

県北Ｂ 守谷市 常総市 水戸選抜 坂東市 つくばみらい市 行方鉾田連合 龍ヶ崎地区

土浦地区 水戸選抜 県北Ｂ 守谷市 取手市 龍ヶ崎地区 坂東市 つくばみらい市

小美玉市 守谷市 土浦地区 水戸選抜 鹿嶋市 つくばみらい市 取手市 龍ヶ崎地区

ａブロック３位 ｂブロック３位 当日調整 当日調整 ｃブロック３位 ｄブロック３位 当日調整 当日調整

ａブロック２位 ｂブロック２位 当日調整 当日調整 ｃブロック２位 ｄブロック２位 当日調整 当日調整

ａブロック１位 ｂブロック１位 当日調整 当日調整 ｃブロック１位 ｄブロック１位 当日調整 当日調整

Ｗａ１ 土浦地区 Ｗｃ１ 取手市

Ｗａ２ 常総市 Ｗｃ２ 行方鉾田連合

Ｗａ３ 水戸選抜 Ｗｃ３ 龍ヶ崎地区

Ｗｂ１ 小美玉市 Ｗｄ１ 鹿嶋市

Ｗｂ２ 県北Ｂ Ｗｄ２ 坂東市

Ｗｂ３ 守谷市 Ｗｄ３ つくばみらい市

水戸選抜

・

・

6-(1)-6-(3)-6-(1)-6　　　試合間7分

勝ち上がりの状況によりユニフォーム着替え時間が必要となる場合は時間調整をして下さい。

上履き・下履きの区別をお願いします．

体育館・校舎・花壇・校庭・器具・備品などに，いたずらや破損につながる行為のないようにお願いいたします．

県北Ｂ

Ａ-4 12:15 × 小美玉市

・

・

ゴミの持ち帰りにご協力をお願いいたします．

忘れ物の無いように注意してください．

Ａ-5 13:10 × 常総市

Ａ-6

Ａ-1 9:30 × ・

Ａ-2 10:25 ×

喫煙は所定の場所でお願いします。

路上駐車の無いようにお願いします。

守谷市

Ａ-3 11:20 × ・ 土浦地区

Ａ-9 16:50 × ・ 当日調整

Ａ-8 15:55 × ・ 当日調整

14:05 ×

【女子】３月２日　県南Ｂエクストラステージ　常総広域体育館Ｂ

審判 ＴＯ・得点

Ｂ-1

Ａ-7 15:00 × ・ 当日調整

【女子】３月２日　県南Ｂエクストラステージ　常総広域体育館Ａ

審判 ＴＯ・得点

9:30 × ・ 龍ヶ崎地区

Ｂ-2 10:25 × ・ つくばみらい市

Ｂ-3 11:20 × ・ 取手市

Ｂ-4 12:15 × ・ 鹿嶋市

Ｂ-5 13:10 × ・ 行方鉾田連合

Ｂ-6 14:05 × ・ 坂東市

Ｂ-7 15:00 × ・ 当日調整

Ｂ-8 15:55 × ・ 当日調整

路上駐車の無いようにお願いします。

勝ち上がりの状況によりユニフォーム着替え時間が必要となる場合は時間調整をして下さい。

上履き・下履きの区別をお願いします．

体育館・校舎・花壇・校庭・器具・備品などに，いたずらや破損につながる行為のないようにお願いいたします．

ゴミの持ち帰りにご協力をお願いいたします．

忘れ物の無いように注意してください．

喫煙は所定の場所でお願いします。

Ｂ-9 16:50 × ・ 当日調整

6-(1)-6-(3)-6-(1)-6　　　試合間7分
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Ｎｏ 氏 名 身長 所属 Ｎｏ 氏 名 身長 所属

いのみや はると こいずみ かんた

井野宮 遥斗 小泉 柑太

おおくし りょうせい あきやま こうめい

大串 怜世 秋山 煌明

のだ はるき すずき こうだい

野田 晴樹 鈴木 康大

あいだ ひょうご さとう りょうせい

相田 彪吾 佐藤 崚晟

たかはし こうすけ

高橋 宏典

わたなべ しゅん

渡邊 駿

ぬまた はるき

沼田 波琉輝

すずき かえで

鈴木 楓

氏 名 所属 氏 名 所属

こいずみ なおき

小泉 直樹

エクストラステージ　県北チームA　男子

コーチ

コーチ

11 148 日高

12 143

コーチ

コーチ

コーチ

コーチ

8 140 池の川

日高

6

7 154 池の川

9 151 池の川

10 162 池の川

161 十王ボーイズ

1 153 金砂郷

2 146 H.SUNS

H.SUNS

4 152 十王ボーイズ

5

3 158

池の川

157 十王ボーイズ
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Ｎｏ 氏 名 身長 所属 Ｎｏ 氏 名 身長 所属

たなか しょうや すずき なるみ

田中 渉哉 鈴木 成実

くさの かんた たかはし けい

草野 環太 高橋 慧

こすぎやま ゆたか さいとう はると

小杉山 優 齋藤 遙斗

すずき しゅんせい

鈴木 駿青

まえの とうい

前野 櫂生

あきやま つかさ

穐山 司

黒木 湧斗

おがさわら はれる

小笠原 晴優

氏 名 所属 氏 名 所属

ねもと あつし

根本 淳史

コーチ コーチ

コーチ コーチ

コーチ FIGHTERS コーチ

8 154 日立籠球

7 152 精華

6 150 坂本

5 162 坂本

4 151 坂本

日立籠球

3 150 FIGHTERS 11 146 日立籠球

2 155 FIGHTERS 10 152

エクストラステージ　県北チームB　男子

1 150 FIGHTERS 9 148 日立籠球
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番号 氏 名 身長 所属 番号 氏 名 身長 所属

はせば ゆな よどの みひろ

長谷場 優成 淀野 美陽

えんどう くるみ ともべ ここな

遠藤 來実 友部 心菜

はせやま りん とびた あゆみ

長谷山 凛 飛田 歩

たばた りさ ねもと さや

田畑 里紗 根本 紗弥

とうや かのん もちだ ももは

東谷 花音 町田 百葉

おおもり くるみ おおたか りりぃ

大森 胡桃 大高 莉々依

すずき りこ おおくぼ りお

鈴木 梨姫 大久保 梨音

おおうち まなか くどう めい

大内 愛加 工藤 愛依

氏 名 所属 氏 名 所属

すぎうち ひろゆき

杉内 洋之

いとう としゆき

伊藤 敏幸

十王

宮田

153 十王

15 154

155 水木5

14

1 145 大久保

2 156 大久保

3 157

10 151 日立籠球

大久保

4 150 大久保

コーチ

コーチ

コーチ

コーチ

156

152

13

8 148 宮田

6

7 154 十王

16 146 常陸太田ＳＵＮＳ

エクストラステージ　県北チームA　女子

コーチ

コーチ

11 139 あおいＪｒ

12 138

里美

ＡＴ・ＳＴＡＲＳ

ＡＴ・ＳＴＡＲＳ

あおいＪｒ

9 154 池の川
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番号 氏 名 身長 所属 番号 氏 名 身長 所属

いしだ ゆいな しばた みく

石田 結菜 柴田 美來

はしもと あかり すずき ささ

橋本 あかり 鈴木 咲々

かんばやし ひな はたやま りさ

上林 妃奈 畠山 莉沙

ふかや ゆあ はせべ ももか

深谷 佑愛 長谷部 百香

すずき さくら わたひき みはね

鈴木 さくら 綿引 美波音

かしむら さな きむら あおい

樫村 沙南 木村 葵

はっかく もえか わたひき このみ

八角 萌加 綿引 木乃美

こばやし くれは

小林 紅葉

氏 名 所属 氏 名 所属

こばやし たかひろ

小林 隆弘

わたひき つよし

綿引 毅

エクストラステージ　県北チームB　女子

1 145 坂本 9 152 Ｃｕｏｒｅ北茨城

中郷

2 156 坂本 10 148 中郷

3 156 坂本 11 140

金砂郷

4 162 大沼 12 137 中郷

5 146 金沢 13 140

金砂郷

6 152 金沢 14 155 金砂郷

7 143 常北 15 145

8 142 常北

コーチ 大沼 コーチ

コーチ 金砂郷 コーチ

コーチ コーチ
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