
長崎南部ミニバスケットボール指導者様 

 
第１１７回長崎南部ミニバスケットボール交流大会（夏季大会）要項 

 
平成３０年６月１３日 

会長  森 猶隆 

 

１．目的    （１）長崎南部地区の小学校のミニバスケットボールの技術向上を図る。 

（２）近隣小学校の児童・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．後援     為石小ミニバスケットボール保護者連合 

４．期日     平成３０年 ６月１６日（土） 
５．会場     橘小学校体育館、北陽小学校体育館、喜々津小学校体育館 

６．参加校    女子 １９チーム  

      （N1）古賀 土井首 長崎 Jr 喜々津 上長崎 橘 仁田佐古大浦 愛宕 南長崎 大崎 HOOPS 
      （N2）北陽 洗切 小江原 西浦上 横尾 戸町 深堀 稲佐 西城山 

７．競技方法 

  ○リーグ戦 １Ｑ５分×４Ｑ制 同点の場合は２分後に３分間の延長戦を行う（ファウルは継続）。 

  〇交 流 戦 １Ｑ５分×２Ｑ制 同点の場合は引き分けとする。（自チーム審判で行う） 

    →対戦チームごとに申し合わせ、適宜内容を考えてください（１２Q・ベスト・B戦など） 

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

  ○各パートの優勝・準優勝チームにトロフィーと賞状を授与する。 

○   パートで勝ち数が並んだ場合の順位は１Ｑ５分の順位決定戦を行う。 

※個人ファウルは３回まで ＴＯは１Ｑにつき１回 同点の場合は２分後に３分間の延長戦を行う  

 

８．参加費    2,000円（当日会場で徴収します） 

 

９．駐車場について（ 駐車券は南部リーグＨＰよりダウンロードして下さい。パスワードは nagasaki7777 です ） 

  ○橘会場：４台まで  北陽会場：４台まで 喜々津会場：４台まで   

○会場に来た際に、駐車券を提示してください。 

○各チームの保護者へ駐車台数の確認と路上駐車を絶対にしないようにお伝え下さい。 

 

１０．準備物について ※不都合がありましたら事務局までご連絡ください。 

 デジタイマー オフィシャルセット スコアシート 対戦表拡大 賞状・トロフィー 

橘会場 橘・深堀 橘・土井首 総務 事務局 事務局 

北陽会場 北陽・横尾 西城山・仁田佐古 総務 事務局 事務局 

喜々津会場 喜々津・古賀 喜々津・HOOPS 総務 事務局 事務局 

 

１１．その他 

〇互いにマンツーマンディフェンスを励行することとし、特にコミッショナーを置くことはしません。 

  ○８：００～８：３０は第２試合，８：３０～９：００は第１試合のチームがアップをしてください。 

  ○指導者の打ち合わせを８：３０より行います。 

  ○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。 

  〇順位決定戦の都合で順番が前後する可能性があります。 

  〇各チームで空き時間を使って昼食をとってください。 

 

 

 



 

◎橘会場の部                                              総務 今井先生（愛宕） 
（Ｎ１）                       （Ｎ２） 
 
            橘                      西浦上 
 
 
     土井首          長崎 Jr        深堀          洗切 
 
 
 
 
       愛宕       上長崎           戸町        小江原 
 
 

  Ａコ-ト Ｂコ-ト 

 開始 対戦 審判割 ＴＯ 対戦 審判割 ＴＯ 

第１試合 9:00 橘―土井首 上長崎―長崎 Jr Jr 西浦上―深堀 小江原―洗切 洗切 

第２試合 10:00 愛宕―上長崎 橘―土井首 土井首 戸町―小江原 西浦上―深堀 深堀 

第３試合 11:00 長崎 Jr―橘 愛宕―上長崎 上長崎 洗切―西浦上 戸町―小江原 小江原 

第４試合 12:00 土井首―愛宕 長崎 Jr―橘 橘 深堀―戸町 洗切―西浦上 西浦上 

第５試合 13:00 上長崎―長崎 Jr 土井首―愛宕 愛宕 小江原―洗切 深堀―戸町 戸町 

第６試合 14:00 橘―愛宕 自チーム審判 上長崎 西浦上―戸町 自チーム審判 洗切 

第７試合 14:30 土井首―長崎 Jr 自チーム審判 愛宕 深堀―洗切 自チーム審判 西浦上 

第８試合 15:00 上長崎―橘 自チーム審判 Jr 小江原―西浦上 自チーム審判 深堀 

第９試合 15:30 愛宕―長崎 Jr 自チーム審判 土井首 戸町―洗切 自チーム審判 小江原 

第６試合以降は交流戦（２Q 制） 

 
 
◎北陽会場の部                                              総務 田中さん 

（Ｎ２） 
 
     北陽          西城山         
 
 
 
 
 
 
 
     横尾          稲佐             
 
 

 開始 対戦 審判割 ＴＯ 

第１試合 9:00 北陽―横尾 稲佐―西城山 西城山 

第２試合 10:00 稲佐―西城山 北陽―横尾 横尾 

第３試合 11:00 横尾―稲佐 西城山―北陽 北陽 

昼休み 12:00～13:00（Ｂチーム戦） 

第４試合 13:00 西城山―北陽 横尾―稲佐 稲佐 

第５試合 14:00 北陽―稲佐 西城山―横尾 横尾 

第６試合 15:00 横尾―西城山 北陽―稲佐 稲佐 
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◎喜々津会場の部                                    総務 長田先生（仁田佐古大浦） 
（Ｎ１）    
 
           喜々津                  
 
 
     HOOPS          古賀 
 
 
 
 
      南長崎       仁田佐古            
 
 

 開始 対戦 審判割 ＴＯ 

第１試合 9:00 喜々津―HOOPS 仁田佐古―古賀 古賀 

第２試合 10:00 南長崎―仁田佐古 喜々津―HOOPS HOOPS 

第３試合 11:00 古賀―喜々津 南長崎―仁田佐古 仁田佐古 

第４試合 12:00 HOOPS―南長崎 古賀―喜々津 喜々津 

第５試合 13:00 仁田佐古―古賀 HOOPS―南長崎 南長崎 

第６試合 14:00 喜々津―南長崎 自チーム審判 古賀 

第７試合 14:30 HOOPS―古賀 自チーム審判 仁田佐古 

第８試合 15:00 仁田佐古―喜々津 自チーム審判 HOOPS 

第９試合 15:30 HOOPS―仁田佐古 自チーム審判 南長崎 

第６試合以降は交流戦（２Q 制） 
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