
平成３１年２月１２日 

長崎南部ミニバスケットボール指導者様 

                                     会長  森 猶隆 

第１２０回長崎南部ミニバスケットボール女子交流大会（お別れ試合）要項 

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．開催日  平成３１年 ２月１６日（土） 
４．会場   橘小学校体育館  大浦小学校体育館 

５．参加校  女子 ２０チーム 

（ 橘 ：１０チーム）愛宕 洗切 大崎 上長崎 小江原 橘 飽浦小榊 西浦上 西城山 北陽 

（大浦：１０チーム）稲佐 喜々津 古賀 土井首 戸町 長崎Ｊｒ 仁田佐古 深堀 南長崎 横尾  

６．競技方法 

  ○リーグ戦…１Ｑ５分×４Ｑ制（ハーフタイム３分・試合間８分）同点の場合は，(原則)引き分けとする 

  ○６年生戦…１Ｑ５分×４～５Ｑ 

  ○今回は順位の決定を行わない。 

→ 各チームより１名ずつ“ＭＶＮ”（Ｍost・Ｖaluable・Ｎanbu leaguer）を選出する。 
 

７．参加費  2,000円（当日会場で徴収します） 
 

８．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 大浦会場：３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。 
 

９．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 賞品 

橘会場 橘・西浦上 橘・小江原 北陽 事務局 事務局 

大浦会場 戸町・仁田佐古 仁田佐古・南長崎 稲佐 事務局 事務局 
 

１０．フリースロー大会について 

 （１）カテゴリー・賞の数・ルール 

    ①５年生以下の部‥‥‥‥各会場３位まで 

    ②６年生の部‥‥‥‥‥‥各会場３位まで 

    ③保護者チーム対抗戦‥‥各会場１位のみ 

 （２）ルール 

    ○５年生以下及び６年生の部 

      ①３本中１本成功 → ②２本中１本成功 → ③順位が決まるまで１本勝負を繰り返す 

    ○保護者チーム対抗戦 

      ＮＢＣ杯のタイムアップシュートバトルのルールで行う。（２分間） 
 

１１．その他 

  ○アップについて 

   ＜五角形パート＞ 

     ①８：００～８：２０…第２試合出場のチーム 

     ②８：２０～８：４０…各コートの半面：第３試合から出場のチーム（白ユニ） 

もう半面を分けて：第１試合出場の両チーム（ストレッチ等の軽い運動を） 

→接触や怪我に気を付けてください。 

    →８：２０から２０分間すべて活用する必要性は各チームで考慮を。 

     ③８：４０～９：００…第１試合出場のチーム 

  ○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。 

  ○６年生戦は，各チームの６年生選手を全員招集し，ミックスチームを編制して行います。 

    ・４～５Ｑ戦 

    ・自チームの６年生を，あらかじめ，均等に２つに分けておいて下さい。 

    ・試合直前の着替えがあるチームにはお手数をおかけしますが，手早くよろしくお願いします。 

       → リバーシブルビブスがあるチームは，それも有りかと思います。 

  ○終了見込時刻は１６時です。日程の定刻は目安とし，試合間を８分とりながら進めていきます。 
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