
９．準備物について

諏訪小
デジタイマー

決定して良いこととする。

指導者間で決定してよい。

諏訪小： １台まで

山里小 小江原小 村松小 諏訪小

８．駐車場

山里小：

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。

長崎南部ミニバスケットボール指導者様

第１２１回長崎南部リーグ交流会　要項
～夏季練習試合～

令和元年６月１９日（水）

３．期日 令和元年６月３０日（日）

４．会場 山里小，小江原小，村松小，諏訪小

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）

戸町 村松 愛宕５．参加校 土井首 長崎Jr. 古賀

高尾 三原 仁田佐古 上長崎 南長崎 大浦 銭座

山里

小江原 大崎HOOPS 喜々津 １７チーム

○ ６年生チーム戦，新チーム戦，Ｕ１０など，試合の形式は対戦するチームの

６．参加費 運営費５００円を大会当日、会場で徴収します。

７．競技方法

○ リーグ方式の練習試合。５分止め。１試合４Ｑか３Ｑかは会場で話し合って

○ ベンチの左側がTOに向って右のベンチで、ユニフォームの色が白。

※　諏訪会場，他の車は近隣の有料
駐車場を使用してください。

申し訳ありません。

ＴОセット

スコアシート

小江原小： ６台まで 村松小： ５台まで４台まで

山里小 村松小小江原小



12．組合せ　　別紙参照

○ 審判・ＴＯの都合がつかない場合は、事前に各チーム責任をもって対応

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します。）

13．その他

○ 時間が前後する可能性があります。

開場時刻 第2試合アップ

○ 対戦及び審判が変更される場合があります。

○ 時間とアップ、指導者会の時刻は以下の通りです。

第1試合アップ 指導者会開門時刻

14.指導者会

○ 本大会の指導者会を前日の夜に実施します。

7:45 7:45 8:00 8:30 8:30

費用： ３５００円

※ 出欠の連絡を田中潤子さんまでお願いします。（090-3662-8857）

各チームの参加をお待ちしております。

日時： 令和元年６月２９日（土）　１８：３０～

場所： 居酒屋　ミライザカ　長崎駅前店

Ｅメール：t.minewaki@gmail.com

15.問い合わせ

Ｎ・Ｎ・Ｂ・Ａ事務局　　　 長崎市立諏訪小学校　　峯脇　敏郎

携帯：０９０－９６５４－０４１６



（ ）

Ａ３ Ａ２

Ａ５

Ａ４

第4試合 11:30 山　里 ― 戸　町 土井首

― 山　里

※審判割の左側のチームがＴＯをお願いします。
※８試合のため１試合５０分で設定。４Ｑか３Ｑかは話し合って決めてください。

戸　町

土井首 山　里

愛　宕銭　座

Ａ１

第7試合 14:40 戸　町 ― 愛　宕 土井首

戸　町第5試合

13:50 土井首 ― 山　里 銭　座 ― 愛　宕第6試合

昼休み・Ｂ戦

13:00 銭　座 ― 愛　宕 山　里 ―

土井首

第3試合 10:40 土井首 ― 銭　座 愛　宕 ― 山　里

山　里 ― 銭　座

第2試合 9:50 愛　宕 ― 山　里 戸　町 ―

試合 時刻
Ａコート

対戦 審判割

第1試合 9:00 戸　町 ― 土井首

― 銭　座

第8試合 15:30 山　里 ― 銭　座 戸　町 ― 愛　宕

○組み合わせ 山里 総務 古川先生（愛宕）

Ａ６

Ａ７

Ａ８



（ ）

上長崎

古　賀 ― 上長崎 小江原 ― 大　浦

Ａ１

Ａ３

Ａ４

小江原

古　賀

上長崎

対戦 審判割
Ａコート

Ａ５

大　浦

Ａ２

小江原 ― 古　賀 大　浦 上長崎―

Ａ６

大　浦 ― 上長崎 小江原 ― 古　賀

上長崎 ― 小江原 古　賀 ― 大　浦

古　賀 ― 大　浦 上長崎 ― 小江原

○組み合わせ 小江原 総務 川浪さん（大浦）

11:00

第2試合 10:00

12:00 昼休み・Ｂ戦

第4試合 13:00

第3試合

― 大　浦 古　賀 ―第5試合 14:00 小江原

※審判割の左側のチームがＴＯをお願いします。
※続けて試合がある場合は，試合間やユニフォームの色は話し合って下さい。

第6試合 15:00

試合 時刻

第1試合 9:00



（ ） 山口さん（仁田佐古）

― 大崎HOOPS

※審判割の左側のチームがＴＯをお願いします。
※続けて試合がある場合は，試合間やユニフォームの色は話し合って下さい。

第6試合 15:00 仁田佐古 ― 三　原 村　松

村　松

第5試合 14:00 村　松 ― 大崎HOOPS 仁田佐古 ― 三　原

12:00 昼休み・Ｂ戦

第4試合 13:00 仁田佐古 ― 大崎HOOPS 三　原 ―

仁田佐古

第3試合 11:00 三　原 ― 村　松 仁田佐古 ― 大崎HOOPS

大崎HOOPS ― 三　原

第2試合 10:00 大崎HOOPS ― 三　原 村　松 ―

試合 時刻
Ａコート

対戦 審判割

第1試合 9:00 村　松 ― 仁田佐古

仁田佐古
Ａ４

大崎HOOPS

Ａ５ Ａ６

Ａ１ Ａ２

○組み合わせ 村　松 総務

村　松 三　原Ａ３



（ ）

― 南長崎

※審判割の左側のチームがＴＯをお願いします。
※続けて試合がある場合は，試合間やユニフォームの色は話し合って下さい。

峯脇（長崎Jr.）

第6試合 15:00 高　尾 ― 長崎Jr. 喜々津

喜々津

第5試合 14:00 喜々津 ― 南長崎 高　尾 ― 長崎Jr.

12:00 昼休み・Ｂ戦

第4試合 13:00 高　尾 ― 南長崎 長崎Jr. ―

高　尾

第3試合 11:00 長崎Jr. ― 喜々津 高　尾 ― 南長崎

南長崎 ― 長崎Jr.

第2試合 10:00 南長崎 ― 長崎Jr. 喜々津 ―

試合 時刻
Ａコート

対戦 審判割

第1試合 9:00 喜々津 ― 高　尾

高　尾
Ａ４

南長崎

Ａ５ Ａ６

Ａ１ Ａ２

○組み合わせ 諏訪 総務

喜々津 長崎Jr.Ａ３


