第５０回 八千代市市民体育大会
小学生の部
（兼 関東大会県予選会八千代市内予選）

八千代市 1％支援制度対象事業

平成 27 年 10 月 10 日(土)
10 月 11 日(日)
10 月 12 日(祝)

各チーム責任者 様
平成 ２7 年 9 月吉日
八千代市ミニバスケットボール連盟
第 50 回 八千代市市民体育大会 小学生の部
（兼 関東大会県予選会八千代市内予選）のお知らせ
秋分の候、皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。また、日頃よりミニ
バスケットボールの指導にご支援ご協力いただき厚く御礼申し上げます。
さて、第 50 回八千代市市民体育大会 小学生の部を下記の通り実施いたしますので、ご参加よろしく
お願いいたします。
記
１．主

催

八千代市教育委員会、同体育協会

２．主

管

八千代市バスケットボール協会、八千代市ミニバスケットボール連盟

３．大会期日

平成 27 年 10 月
10 月
10 月
10 月
10 月
10 月

10 日（土）女子予選Ａ
10 日（土）女子予選Ｂ
11 日（日）女子予選
10 日（土）男子予選Ａ
10 日（土）男子予選Ｂ
12 日（祝）男女決勝

9：00 集合
9：00 集合
9：00 集合
9：00 集合
9：00 集合
9：00 集合

9:30 試合開始
9:30 試合開始
9:30 試合開始
9:30 試合開始
9:30 試合開始
9:30 試合開始

※10/12(祝)役員・指導者は、8:45 集合です。
４ .大 会 会 場
10 月 10 日（土） 女子予選
10 月 11 日 (日) 女子予選
10 月 10 日（土） 男子予選
10 月 12 日（祝） 男女決勝
５．出場チーム
男子

女子

5. その他

Ａリーグ・大和田小学校
Ｂリーグ・八千代台東小学校
八千代台西小学校
Ａリーグ・村上小学校
Ｂリーグ・南高津小学校
萱田南アリーナ

ブラックローズ、ウォリアーズ、村上イーグレッツ Boy’s
勝田台ＭＢＣ、J・Ｔスリーパーズ、ケイジャーズ、オリオンズ
以上７チーム
レッドローズ、ウォリアーズ、村上イーグレッツ Girl’s
勝田台ＭＢＣ、J・Ｔスリーパーズ、スターキッズ、オリオンズ
ラビッツ、キャンパーズ、フェアリーズ
以上 10 チーム

大会運営についての詳細は別紙要項のとおりです。

第５０回八千代市市民体育大会
市民バスケットボール大会 小学生の部開催について
大

会

要

項

１．目

的

クラブチームの親睦、ミニバスケットボールの技術向上、および児童の健全
育成を目的とする。

２．主

催

八千代市教育委員会、同体育協会

３．主

管

八千代市バスケットボール協会、八千代市ミニバスケットボール連盟

４．期

日

平成 27 年 10 月 10 日・10 月 11 日・10 月 12 日

５．場

所

市内小学校体育館、萱田南アリーナ

６．試 合 方 法

予選はリーグ戦、決勝はトーナメント戦で行います。

７．参加チーム

クラブチーム 各クラブ男女１チーム

８．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

９．そ の 他
・昨年度優勝チームは、大会当日優勝カップを忘れずに持参してください。
・昨年度優勝チーム
男子

ブラックローズ

女子

ラビッツ

６年生の部

・参加チームはスポーツ傷害保険等に加入することをお願いします。

大会申し合わせ事項

1．開会式は、参加チーム数や、試合時間等の関係で行いません。
2．閉会式は、表彰式を兼ねて決勝戦終了後行います。
男女とも、1 位、2 位、3 位（2 チーム）を市から表彰。
１位は優勝カップも授与されます。
県登録チームの男女それぞれ上位２チームに関東大会県予選の出場権が与えられます。
3 位チームは、香取カップの（女子１チーム）出場権が与えられます。
（3 位決定戦も行う）
3．試合時間は、予選・決勝 6 分制（⑥－１－⑥－5－⑥－１－⑥）
4．競技規則に基づき、予選リーグ戦は、後半終了時両チームの得点が同じなら引き分けとしま
す。また、決勝トーナメント戦は、ローカル･ルールを適用し３分間の延長を行い、第２延長
は、２点を先取したチームを勝ちとします。各延長時限では後半と同じバスケットを攻撃し
ます。各延長時限の前に２分間、間隔を空けます。
5．予選リーグで勝敗が同じ場合は、対象チームのゴールアベレージ（総得点÷総失点）の高い順で順
位を決めます。
6．ベンチは対戦表の左側に書いてあるチームが、オフィシャルに向かって右側で淡色ユニフォ
ームとします。
7．審判は、原則として予選リーグは帯同審判をお願いします。決勝は審判部で配当します。
8．各会場を使用した場合、弁当などの後始末は、チームごとにお願いします。
終了後は、使用前よりもきれいな状態にしてください。
9．競技規則については、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』で行い
ます。
10．タイムアウトは、前半１回、後半１回とし、選手交代は第４クォーターのときのみ同時に行
うことができることとします。
11．メンバー登録については、第１、３クォーターは出場するメンバーを審判が１分前を合図し
たら直ちに、また、第２、４クォーターに出場するメンバーは、前クォーター終了後直ちに
オフィシャルに報告してください。
12．忘れ物のないよう十分注意してください。
13．各会場とも選手は外履き入れを持たせ、外履きは荷物といっしょに持って上がるようにして
下さい。応援の保護者についても同様とします。会場には、上履きを必ず持参して下さい。
14．各会場とも駐車場には限りがありますので、なるべく公共の交通機関を使用してください。
車の乗り入れは各会場とも、台数制限の徹底をお願いします。駐車許可証を必ず掲示してく
ださい。駐車の仕方については苦情も入っています。路上駐車は厳禁です。会場チームに迷
惑がかからないようチーム内へ指導の徹底をお願いします。チームごとの駐車票は許可証と
は違いますので、誤解のないよう関係者へ説明願います。各チームくれぐれもルールを守っ
てください。
各会場共に駐車台数は１チーム２台厳守です
村上小学校は１チーム４台厳守です
各会場共に運動場・遊具は使用禁止です

15.会場校ごとの注意事項
・大和田小学校
当日は隣の大和田中学校が運動会の為、グランドが駐輪場となります
自転車・歩行者の多数の出入りがあるかと思いますので車の移動等は十分の
ご注意をお願いします
学校への入場は正門からのみです（296 号側）
・八千代台東小学校
学校への入場は体育館横の入口のみです（駐車場は入って左側）
正門からの入場不可
体育館入口は２階からのみです
15．子どもたちが気持ち良く試合ができるように、ご協力をお願いします。
試合中に、小さなお子様がコート周辺を行き来するなど、進行の妨げになっています。
チーム関係者と保護者の監視も徹底してください。
16. 各会場の責任者は、下記のとおりです。
女子
大和田小学校・・・・・・・今野監督（ウォリアーズ女子）
女子
八千代台東小学校・・・・・須藤監督（キャンパーズ）
女子
八千代台西小学校・・・・・那須原監督（スターキッズ）
男子
村上小学校・・・・・・・・飯野監督（イーグレッツ男子）
男子
南高津小学校・・・・・・・藤谷監督（ブラックローズ）
男女
萱田南アリーナ・・・・・・事務局
17．八千代市内の小学校は全て「敷地内禁煙」です。
指導者・保護者ともにご協力をお願いします。
18．会場設営、後片付けは参加チーム関係者全員で行います。
19. 事前打ち合わせを致しますので、各チーム指導者は集合時間を厳守してください。
20．各会場とも防犯・安全対策にご協力お願いします。
（名札携帯厳守）
子どもたちを守るのは私たち大人です！
21．試合の運営上審判・オフィシャルは、別紙のとおり事務局で割り振らせて頂きました。
不都合が生じた場合は、協議の上調整させていただきます。
22．リーグ戦の運営上各チームには大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願いします。

以上につきまして質問等ご不明な点がありましたら、下記までご連絡下さい。
連絡先 八千代市ミニバスケットボール連盟理事長
℡ 090-5798-7164 今野

スローガン

