
令和元年７月２３日 

長崎南部ミニバスケットボール指導者・保護者様 

                                     会長  森 猶隆 

 

第１６回長崎南部ミニバスケットボール会長杯 大会要項 

 

１．目的  （１）参加校のミニバスケットボールの技術向上を図る。 

（２）各チームの児童・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．開催日  令和元年 ８月３日（土）、８月４日（日） 

 
４．会場   （１日目） 南長崎小学校、桜が丘小学校、鳴見台小学校、畝刈小学校 

       （２日目） 南長崎小学校、桜が丘小学校、鳴見台小学校、愛宕小学校 

 

５．参加校  女子 ３２チーム 

（南長崎会場：８チーム）南長崎・福田・岩屋・古賀・橘・土井首・北陽・長浦 

（桜ケ丘会場：８チーム）大志タイガース・桜が丘・愛宕・西城山・仁田佐古・長崎 Jr・洗切・稲佐 

（鳴見台会場：８チーム）戸町・高尾・富の原・大園・城山・鳴見台・喜々津・飽浦小榊 

（畝刈会場：８チーム） 畝刈・銭座・上長崎・横尾・坂本・西浦上・小江原・大崎 
 

６．競技方法 

  ○１日目…予選リーグ 

       １Ｑ５分×４Ｑ制 同点の場合は引き分けとする。 

  ○２日目…トーナメント戦 

１Ｑ５分×４Ｑ制 同点の場合は，２分あけ３分間の延長戦を行う（ファウルは継続）。 

       （１．２．５．６試合目は４Ｑ後に５分流しのＢ戦を行う。） 

  

  ○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。 

 

７．競技規則 

  ○日本バスケットボール協会ミニバスケットボール競技規則に準じて行う。 

  ○競技時間は５分の４Ｑ制（ハーフタイムは５分間、試合間は１０分） 

  ○同点の場合、２分の休憩後、３分間の延長戦を行う（メンバーは自由、TO は１回。メンバー交代も可） 

さらに、同点の場合は２分の休憩後に再延長戦を行う。（以下繰り返し） 

  ○両日とも、オープン参加のチームの勝ち上がりも認める。 

 
   

 

８．参加費  ３０００円（会場費として当日徴収致します） 
 

９．駐車場について 

  ○南長崎会場：４台まで 桜が丘会場：４台まで 鳴見台会場：４台まで 畝刈会場：４台まで 
○会場に来た際に、駐車券を提示してください。（駐車台数の厳守） 

○路上駐車をしたり，運動場への乗入れをしたりしないように，くれぐれもお願いします。 
 

１０．準備物の協力について ※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 対戦表の拡大 

南長崎会場 南長崎・長浦 南長崎・橘 北陽 古賀 

桜が丘会場 桜が丘・愛宕 桜が丘・愛宕 稲佐 仁田佐古 

鳴見台会場 鳴見台・戸町 鳴見台・高尾 城山 飽浦小榊 

畝刈会場 畝刈・坂本 畝刈・西浦上 小江原 上長崎 



 

１１．式典   閉会式は２日目全試合終了後、分散会場で実施する。 

 

１２．表彰   各トーナメントの優勝・準優勝・第３位のチームを表彰する。 
 

１３．その他 

  ○チームプレートは各チーム（Ａ４サイズ）２部ずつ準備をお願いします。 

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。 

  ○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，事前に各チームで責任をもって対応しておいてください。 

   

 



1 － 1 －

2 － 2 －

3 － 3 －

4 － 4 －

5 － 5 －

6 － 6 －

【南長崎会場】

南長崎 Ａ３ 福田 橘 Ｂ３

あ い

古賀 Ａ４ 岩屋 長浦 Ｂ４ 北陽

土井首

Ａ５ Ａ６ Ｂ５ Ｂ６

Ａ１ Ａ２ Ｂ１ Ｂ２

※　５、６試合目は４Ｑ終了後Ｂ戦を行う。（２Ｑ） ※　５、６試合目は４Ｑ終了後Ｂ戦を行う。（２Ｑ）

Ａコート Ｂコート

開始 対戦 審判 ＴＯ 開始 対戦

古賀 古賀

審判 ＴＯ

9:00 南長崎 古賀 岩屋 福田 福田 9:00 橘

10:00 北陽 土井首 橘 長浦 長浦

長浦 北陽

12:00 古賀 岩屋 福田 南長崎 南長崎

土井首 土井首

11:00 橘 土井首 長浦 北陽 北陽11:00 南長崎 福田 古賀 岩屋 岩屋

10:00 岩屋 福田 南長崎

北陽 北陽

北陽 長浦

12:00 長浦 北陽 土井首 橘 橘

昼休み（４０分） 昼休み（４０分）

13:４０ 南長崎 岩屋 古賀 福田 福田 13:４０ 橘 土井首 土井首

1４:５０ 古賀 福田 南長崎 岩屋 岩屋 1４:５０ 長浦 土井首 橘

会場総務 佐藤（古賀）

※８：００が開場時刻になります。駐車台数は各チーム４台（指導者を含む）

※８：３０より朝の指導者会を行います。

※アップは８：２０～第２試合、８：４０～第１試合のチームで行ってください。

※勝率が並んだ場合は、①直接対決の結果②得失点差で順位を決定します。

※１日目の結果を元に、２日目のトーナメント戦の組み合わせを作成します。

※３試合ともユニフォームが被る場合は、チーム間で話し合って決定してください。

南長崎会場
会場責任者 生駒（南長崎）



1 － 1 －

2 － 2 －

3 － 3 －

4 － 4 －

5 － 5 －

6 － 6 －

【桜が丘会場】

西城山 Ａ３ 桜が丘 仁田佐古 Ｂ３

う え

大志タイガース Ａ４ 愛宕 稲佐 Ｂ４ 洗切

長崎Jr

Ａ５ Ａ６ Ｂ５ Ｂ６

Ａ１ Ａ２ Ｂ１ Ｂ２

※　５、６試合目は４Ｑ終了後Ｂ戦を行う。（２Ｑ） ※　５、６試合目は４Ｑ終了後Ｂ戦を行う。（２Ｑ）

Ａコート Ｂコート

開始 対戦 審判 ＴＯ 開始 対戦

大志タイガース 大志タイガース

審判 ＴＯ

9:00 西城山 大志タイガース 愛宕 桜が丘 桜が丘 9:00 仁田佐古

10:00 洗切 長崎Jr 仁田佐古 稲佐 稲佐

稲佐 洗切

12:00 大志タイガース 愛宕 桜が丘 西城山 西城山

長崎Jr 長崎Jr

11:00 仁田佐古 長崎Jr 稲佐 洗切 洗切11:00 西城山 桜が丘 大志タイガース 愛宕 愛宕

10:00 愛宕 桜が丘 西城山

洗切 洗切

洗切 稲佐

12:00 稲佐 洗切 長崎Jr 仁田佐古 仁田佐古

昼休み（４０分） 昼休み（４０分）

13:４０ 西城山 愛宕 大志タイガース 桜が丘 桜が丘 13:４０ 仁田佐古 長崎Jr 長崎Jr

1４:５０ 大志タイガース 桜が丘 西城山 愛宕 愛宕 1４:５０ 稲佐 長崎Jr 仁田佐古

会場総務 吉村（愛宕）

※８：００が開場時刻になります。駐車台数は各チーム４台（指導者を含む）

※８：３０より朝の指導者会を行います。

※アップは８：２０～第２試合、８：４０～第１試合のチームで行ってください。

※勝率が並んだ場合は、①直接対決の結果②得失点差で順位を決定します。

※１日目の結果を元に、２日目のトーナメント戦の組み合わせを作成します。

桜が丘会場
会場責任者 泉田（桜ケ丘）



1 － 1 －

2 － 2 －

3 － 3 －

4 － 4 －

5 － 5 －

6 － 6 －

お か

※　５、６試合目は４Ｑ終了後Ｂ戦を行う。（２Ｑ）

Ａコート

開始 対戦 審判 ＴＯ

※　５、６試合目は４Ｑ終了後Ｂ戦を行う。（２Ｑ）

Ｂコート

開始 対戦 審判

戸町 Ａ３ 高尾 城山 Ｂ３ 鳴見台

富の原 Ａ４ 大園

Ａ５ Ａ６

Ａ１ Ａ２

Ｂ５ Ｂ６

Ｂ１ Ｂ２

飽浦小榊 Ｂ４ 喜々津

ＴＯ

10:00 大園 高尾 戸町 富の原 富の原

9:00 戸町 富の原 大園 高尾 高尾 9:00 戸町 富の原 大園 高尾 高尾

10:00 大園 高尾 戸町 富の原 富の原

11:00 戸町 高尾 富の原 大園 大園 11:00 戸町 高尾 富の原 大園 大園

昼休み（４０分）

13:４０ 戸町 大園 富の原 高尾 高尾

1４:５０

12:00 富の原 大園 高尾 戸町 戸町 12:00 富の原 大園

戸町 大園 大園

昼休み（４０分）

13:４０ 戸町 大園 富の原 高尾 高尾

富の原 高尾 戸町 大園 大園

【鳴見台会場】

鳴見台会場

高尾 戸町 戸町

1４:５０ 富の原 高尾

会場責任者 宮邉（鳴見台）
会場総務 山川（飽浦小榊）

※８：００が開場時刻になります。駐車台数は各チーム４台（指導者を含む）

※８：３０より朝の指導者会を行います。

※アップは８：２０～第２試合、８：４０～第１試合のチームで行ってください。

※勝率が並んだ場合は、①直接対決の結果②得失点差で順位を決定します。

※１日目の結果を元に、２日目のトーナメント戦の組み合わせを作成します。



1 － 1 －

2 － 2 －

3 － 3 －

4 － 4 －

5 － 5 －

6 － 6 －

き く

※　５、６試合目は４Ｑ終了後Ｂ戦を行う。（２Ｑ）

Ａコート

開始 対戦 審判 ＴＯ

※　５、６試合目は４Ｑ終了後Ｂ戦を行う。（２Ｑ）

Ｂコート

開始 対戦 審判

畝刈 Ａ３ 銭座 坂本 Ｂ３ 西浦上

Ｂ２

小江原 Ｂ４ 大崎

Ｂ５

Ｂ１

横尾 Ａ４ 上長崎

Ａ５ Ａ６

Ａ１ Ａ２

ＴＯ

10:00 上長崎 銭座 畝刈 横尾 横尾

9:00 畝刈 横尾 上長崎 銭座 銭座 9:00 坂本

10:00 大崎 西浦上 坂本 小江原 小江原

小江原 大崎 西浦上

畝刈 畝刈 12:00 小江原 大崎

西浦上

11:00 畝刈 銭座 横尾 上長崎 上長崎 11:00 坂本 西浦上 小江原 大崎 大崎

1４:５０ 小江原 西浦上

西浦上 坂本 坂本

昼休み（４０分）

13:４０ 畝刈 上長崎 横尾 銭座 銭座

昼休み（４０分）

13:４０ 坂本 大崎 小江原 西浦上 西浦上

12:00 横尾 上長崎 銭座

1４:５０ 横尾 銭座 畝刈 上長崎 上長崎

会場責任者 伊藤（畝刈）
会場総務 長田（上長崎）

畝刈会場

【畝刈会場】

※１日目の結果を元に、２日目のトーナメント戦の組み合わせを作成します。

※８：００が開場時刻になります。駐車台数は各チーム４台（指導者を含む）

※８：３０より朝の指導者会を行います。

※アップは８：２０～第２試合、８：４０～第１試合のチームで行ってください。

※勝率が並んだ場合は、①直接対決の結果②得失点差で順位を決定します。

坂本 大崎 大崎

Ｂ６
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