
南部ミニバスケットボール指導者様                

                              

第１１１回長崎南部ミニバスケットボール交流大会について（改訂版） 
～お別れ試合～ 

 平成２９年１月２８日（土） 

会長  森 猶隆 

 

標記の件につきまして，下記の通り開催しますので，どうぞよろしくお願いします。 

 

１．目的   （１）小学校のミニバスケットボールの技術向上を図る。 

       （２）他地区の小学校の児童・指導者・保護者の親睦を図る。 

 

２．主催   N・N・B・A（長崎南部ミニバスケットボール指導者連合） 

 

３．期日   平成２９年 ２月５日（日） 

 

４．会場   三和体育館，村松小学校，山里小学校 

 

５．参加校（全１９チーム） 

     大園，村松，土井首，小江原，古賀，大崎HOOPS，山里，愛宕，戸町 

     高尾，小ヶ倉，大浦，西城山，仁田佐古，為石，上長崎，南長崎，長崎 jr.，深堀 

 

６．競技方法  

  ○リーグ戦 ５分止め 

  ○試合順の左側がオフィシャルに向かって右のベンチで，ユニフォームの色が白となります。 

  ○今回は上位チームの表彰は行わず，各チームより MVP を１名表彰する。 

 

７．参加費  大会参加費 2,000 円を当日会場で徴収します。 

 

８．駐車場について 

   三和会場：５台まで  村松会場：４台まで  山里会場：４台まで 

   （ホームページから駐車券をダウンロードし，駐車制限台数を書き換えて使用してください。 

 

９．準備物について 

 三和会場 村松会場 山里会場 

デジタイマー 為石・戸町 村松・高尾 山里・山里 

TO セット 為石・愛宕 村松・大園 山里・山里 

スコアシート 会場校 

景品 事務局 

 

１０．結果の取り扱いについて 

 ○ 今回の結果は次回大会には反映されません。 

 

１１．組み合わせ 

  別紙参照 

 



１２．フリースロー大会について 

○ ６年生の部，５年生以下の部 

 ・第１ステージ ２本中１本 決めれば第２ステージへ 

 ・第２ステージ １本中１本 決めれば第３ステージへ 

 ・第３ステージ １本中１本 上位５位が（５年生以下は３位まで）が確定するまでサドンデス。 

 ○ 上位者には賞品がある。 

 

１３．チーム対抗フリースロー大会 

○ 各チーム，選手，指導者，保護者合わせて１５名選出する。（バランスは各チームで判断） 

○ 1人 1 本フリースローを打つ。 

○ 得点は，子どもと指導者は 1 点。父親は 2 点。母親は３点。 

○ 合計点数が高い 1 チームには景品がある。 

○ 同点だった場合は，母親が多いチームの勝利とする。 

 

１４．その他 

 ○ 時間が前後する可能性があります。 

 ○ 開場とアップ，指導者会等の時刻は以下の通りです。 

 開門時刻 開場時刻 第 2 試合アップ 第 1 試合アップ 指導者会時刻 

三和会場 ８：３０ ８：３０ 会場設営が終わり次第 ９：００ 

村松・山里会場 ７：４５ ７：４５ ８：００ ８：３０ ８：３０ 

 ○ 審判・ＴＯの都合がつかない場合は，事前に各チーム責任もって対応しておいてください。 

（原則，自チームで審判を出すようにお願いいたします。経験があまりない方でも大丈夫です。） 

 ○ 対戦及び審判が変更される場合があります。 

 

１５．指導者会について 

 １１０回と１１１回大会の指導者会を以下の通り行います。本年度最後の指導者会となりますので，

奮ってご参加ください。 

  日時：平成２９年２月４日（土）大会前日 

  場所：未定 

  費用：未定 

※ 詳細は田中さんから後日、連絡があります。 

 

問い合わせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N・N・B・A 事務局       長崎市立山里小学校  田﨑 隆一 

携帯：090-5749-0684     

E メール：ryuta.takky@gmail.com 



三和会場（総務 田中さん） 

      戸 町  Ａ4  為 石              古 賀      

        

       Ａ１       Ａ２       B1      B４ 

        

              

      南長崎   A3  愛 宕     仁田佐古  B３  小ヶ倉 

  対戦 審判割 対戦 審判割 

第 1 試合 9:30 戸町ー南長崎 為石―戸町 古賀―仁田佐古 小ヶ倉―有志 

第 2 試合 10:30 為石―愛宕 戸町ー南長崎   

第３試合 11:30 南長崎―愛宕 為石―愛宕 仁田佐古―小ヶ倉 古賀―有志 

 12:15 フリースロー大会 

 12:50 チーム対抗フリースロー大会 

第４試合 13:20 為石―戸町 南長崎―愛宕 小ヶ倉―古賀 仁田佐古―有志 

第 5 試合 14:20 交流戦  交流戦  

 

村松会場（総務 津田先生） 

          村 松              上長崎 

 

        A1     A3         A2    A4 

 

      大園   A5   土井首     高尾    A6   西城山 

  対戦 審判割 

第 1 試合 9:00 村松ー大園 高尾―西城山 

第 2 試合 10:00 上長崎―高尾 村松ー大園 

第 3 試合 11:00 土井首―村松 上長崎―高尾 

 11:10 フリースロー大会 

 11:45 チーム対抗フリースロー大会 

第４試合 13:00 西城山―上長崎 土井首―村松 

第５試合 14:00 大園―土井首 西城山―上長崎 

第６試合 15:00 高尾―西城山 大園―土井首 

 

山里会場（総務 冨野先生） 

          山 里            大崎 HOOPS 

 

        A1     A3         A2     A4 

 

     小江原   A5   長崎 Jr.    大浦    A6   深堀 

  対戦 審判割 

第 1 試合 9:00 山里ー小江原 大浦―深堀 

第 2 試合 10:00 大崎―大浦 山里ー小江原 

第 3 試合 11:00 長崎 Jr.―山里 大崎―大浦 

 11:10 フリースロー大会 

 11:45 チーム対抗フリースロー大会 

第４試合 13:00 深堀―大崎 長崎 Jr.―山里 

第５試合 14:00 小江原―長崎 Jr. 深堀―大崎 

第６試合 15:00 大浦―深堀 小江原―長崎 Jr. 



 


