
 

 

  

女子：平成 28年 12月 10日(土)・11日(日) 

男子：平成 28年 12月 17日(土)・18日(日) 

 

 

 

平成２７年度 男子優勝 

くわがたミニバスケットボールスポーツ少年団 

 

平成２７年度 女子優勝 

並木シルバーフォックス 

 

 

 

守谷市ミニバスケットボール連盟 



第 20 回 守谷市長杯争奪近隣市町村スポーツ少年団 

ミニバスケットボール新人大会要綱 

１ 目 的 

大会を通して、団員の技術の向上及び競技する歓びを経験する機会を広く提供す

るとともに、スポーツ少年団活動の普及・振興に寄与することに資すること、また、

大会を通して、団員相互の交流を深めるとともに、仲間意識やチームの連帯感をよ

り高めることを目的とする。 

 

２ 期 日 

女子：平成 28 年 12 月 10 日(土)・11 日(日) 

男子：平成 28 年 12 月 17 日(土)・18 日(日) 

※男女共に初日が予選リーグ(男女各ﾘｰｸﾞ 1 位が決勝進出､2 位は交流戦、女子 3 位

は初日のみ、男子 3 位は交流戦)、2 日目が決勝トーナメント・交流戦です。 

※予選リーグ各会場においてフリースロー大会を行います。 

※開会式、閉会式は 2 日目の決勝トーナメントのみ行います。 

 

３ 会 場 

守谷市内小学校体育館 

（地図：http://www.city.moriya.ibaraki.jp/shisetsu/kyouiku/e_sch.html) 

常総運動公園体育館 

（地図：http://www.jyouso-koiki.or.jp/undo/access.html） 

 

４ 日 程 

守谷市内小学校体育館 

 開場:8 時 00 分 集合:8 時 30 分 試合開始:9 時～ 

常総運動公園体育館 

 開場:8 時 00 分 集合:8 時 30 分 試合開始:9 時～ 

 

５ 主 催 

主催 守谷市スポーツ少年団 

主管 守谷市ミニバスケットボール連盟 

後援 守谷市体育協会・守谷市教育委員会 

 



６ 参加資格 

(1)平成 28 年度茨城県スポーツ少年団の登録チームであること。 

(2)必ず平成 27 年度スポーツ傷害保険に加入済みであること。 

 

７ 競技上の注意 

(1)ディフェンスはマン・ツー・マンディフェンス基準規則による。 

(2)試合時間はすべて 1 クォーター５分とする。 ※5-(1)-5-(5)-5-(1)-5 

(3)第２クォーター及び第４クォーターは前のクォーター終了後すぐに登録を行う。 

(4)予選、決勝とも引き分けはなし。同点の場合は勝敗が決するまで３分間の延長

戦を繰り返し行う。 

(5)ベンチは、組み合わせ表の番号が若いチームがオフィシャル席に向かって右側

とし、ユニフォームは原則として白とする。 

(6)試合終了後の１０分後に次の試合を行う。 

(7)リーグ戦での順位決定方法は以下のとおりとする。 

①勝ち数の多いチームが上位 

②同じ勝ち数の場合 

(ア)当該チームの得失点率得点÷失点 

(イ)当該チームの総得点 

(ウ)以上が同じ場合は直接対決の勝者とする。 

(8)上記以外の競技規則は日本ミニバスケットボール競技規則及び日本バスケット

ボール協会規則を適用する。 

 

８ 審判及びオフィシャルについて 

(1)審判は各チームの帯同にて行い、オフィシャルは参加チームにて行うことを原

則とする。割り当てについては当日会場にてお知らせいたします。 

(2)審判をする際は、審判服を着用する。 

(3)オフィシャルには必ずチーム関係者１名を配置する。 

 

９ 参加費 

１チーム 4,000 円 

 

10 表 彰 

(1)男女それぞれの優勝、準優勝、３位の計３チームに賞状を授与する。 



(2)優勝チームには優勝杯を授与する。 

(3)最優秀選手、優秀選手にメダルを授与する。 

(4)参加したすべてのチームに参加賞を授与する。 

(5)フリースロー大会（予選リーグのみ）各会場、男子上位３位まで、女子上位３

位まで記念品を授与する。 

 

11 組み合わせ 

組み合わせは守谷市ミニバスケットボール連盟の責任抽選とする 

※別紙組み合わせ表を参照 

 

12 救 護 

(1)簡単な怪我などの応急処置については各チームでの対応をお願いします。 

(2)緊急な処置を必要とする場合の連絡先は次の通りです。 

①総合守谷第一病院 ℡0297-45-5111（守谷市松前台 1-17） 

②守谷慶友病院 ℡0297-45-3311（守谷市立沢 980-1） 

(3)救急車を手配した場合は必ず主催者又は会場責任者へ連絡すること。 

 

13 その他 

(1)各チーム指導者は、会場内で起こった器物破損や事故等について、些細なこと

でも主催者または会場責任者へ申し出てください。 

(2)選手やチーム関係者の競技中または大会中の事故や傷害については、主催者は

一切責任を負いません。 

(3)体育館の使用については、会場の規則に従ってください。特に上履きと下履き

の区別に十分ご注意ください。 

(4)会場やその周辺での「ごみの持ち帰り」の励行にご協力ください。 

(5)各会場内のコンセントは使用しないでください。 

(6)常総体育館の駐車場は一方通行です。事故など無いよう注意して走行してくだ

さい。 

(7)常総体育館１階ロビーのテーブルは占有しないようご注意ください。 

(8)常総体育館のロビーに荷物を置いたままにしないでください。 

(9)常総体育館２階ミーティングルームへの通路は関係者(指導者、審判)以外立ち

入り禁止です。選手、保護者は１階のトイレを利用してください。 

(10)常総体育館で団旗を掲げる際は自チームの試合の時のみとし、互いに譲り合っ



て掲げてください。 

(11)常総体育館２階応援席からアリーナへの落下物が増えています。事故につなが

り大変危険ですので、保護者の皆様は落下物防止にご協力ください。 

(12)常総体育館の駐車場の利用は以下のとおりとなります。 

女子 1 日目：多目的広場の駐車場をご利用ください。 

女子 2 日目：体育館側駐車場を奥から詰めてご利用ください。 

      ※常総広域運動公園でイベントを行っていますので、乗り合わせ

てお越しください。 

男子 1･2 日目：多目的広場の駐車場をご利用ください。 

（常総体育館会場図：http://www.jyouso-koiki.or.jp/undo/haichi.html） 

 

14 問い合わせ 

ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。 

くわがたミニバス 須賀正利  携 帯：090-4950-6037 

メール：kuwagata-mst-91737@docomo.ne.jp 

http://www.jyouso-koiki.or.jp/undo/haichi.html


No チーム名 地区 No チーム名 地区

1 Ｃｕｏｒｅ北茨城 県北 13 下妻ミニバス 県西

2 十王ミニバス 県北 14 南ミニバス 県西

3 常陸太田ＳＵＮ’Ｓ 県北 15 南飯田ミニバス 県西

4 水戸笠原レッドサンダース 中央 16 要ミニバス 県南Ｂ

5 みのりミニバス 中央 17 取手西ミニバス 県南Ｂ

6 岡田ミニバス(牛久) 県南Ａ 18 並木シルバーフォックス 県南Ｂ

7 千代田ティンカーズ 県南Ａ 19 陽光台ミニバス 県南Ｂ

8 ＭＡＴＳＵＢＡミニバス 県南Ａ 20 大野ミニバス 守谷市

9 ワイルドキャッツ 県南Ａ 21 郷州ミニバス 守谷市

10 岡田ミニバス(常総) 県西 22 ソニックキッズ 守谷市

11 絹川ミニバス 県西 23 松ヶ丘ミニバス 守谷市

12 境ミニバス 県西 24 守谷ファインズ 守谷市

守谷市長杯参加チーム　一覧　【女子】



WAブロック WＥブロック

大野 クオーレ 絹川 順位 岡田(牛) 十王 ソニック 順位

WBブロック WＦブロック

MATSUBA みのり 南飯田 順位 陽光台 ＳＵＮ’Ｓ ファインズ 順位

WＣブロック WGブロック

郷州 下妻 千代田 順位 キャッツ 境 要 順位

WDブロック WHブロック

岡田(常) 取手西 松ヶ丘 順位 南 笠原 並木 順位

会場責任者：久川（松ヶ丘） 会場責任者：久川（松ヶ丘）

松ヶ丘 並木

取手西 笠原

会場：松ヶ丘小学校 会場：松ヶ丘小学校

岡田(常) 南

第20回　守谷市長杯争奪近隣市町村スポーツ少年団ミニバスケットボール新人大会　予選組み合わせ　【女子】

会場：常総体育館A 会場：常総体育館A

大野 岡田(牛)

クオーレ 十王

絹川 ソニック

会場責任者：横山　(ソニック) 会場責任者：横山　(ソニック)

会場：常総体育館B 会場：常総体育館B

MATSUBA 陽光台

みのり ＳＵＮ’Ｓ

南飯田 ファインズ

会場責任者：竹内　(ファインズ) 会場責任者：竹内　(ファインズ)

会場：松前台小学校 会場：松前台小学校

郷州 キャッツ

下妻 境

会場責任者：木村（郷州） 会場責任者：木村（郷州）

千代田 要
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会場責任者：横山（ソニック）
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【女子 】

ＷA２位 ＷB２位 ＷC２位 ＷD２位

ＷE２位 ＷF２位 ＷG２位 ＷH２位

ＷH２位

会場責任者：竹内（ファインズ）

ＷE２位

ＷF２位

ＷG２位

ＷC２位

ＷD２位

会場責任者：奥谷（郷州）

会場：守谷小学校

第20回　守谷市長杯争奪近隣市町村スポーツ少年団
ミニバスケットボール新人大会　２位交流戦　組み合わせ

会場：松前台小学校

ＷA２位

ＷB２位



No チーム名 地区 No チーム名 地区

1 朝日ミニベスパ 中央 10 今鹿島ミニバス 県南Ｂ

2 菅谷東ミニバス 中央 11 小張ミニバス 県南Ｂ

3 みのりミニバス 中央 12 小絹ミニバス 県南Ｂ

4 柳河ミニバス 中央 13 取手中央ミニバス 県南Ｂ

5 牛久ミニバス 県南Ａ 14 沼崎ミニバス 県南Ｂ

6 江戸崎ミニバス 県南Ａ 15 くわがたミニバス 守谷市

7 向台ミニバス 県南Ａ 16 ソニックキッズ 守谷市

8 龍ヶ崎ドルフィンズ 県南Ａ 17 松ヶ丘ミニバス 守谷市

9 下妻ジャスティス 県西 18 守谷ファインズ 守谷市

守谷市長杯参加チーム　一覧　【男子】



MAブロック MＤブロック

くわがた 取手中央 今鹿島 順位 松ヶ丘 朝日 龍ヶ崎 順位

MBブロック MＥブロック

ファインズ 下妻 江戸崎 順位 牛久 沼崎 菅谷東 順位

MＣブロック MＦブロック

ソニック 柳河 小張 順位 みのり 向台 小絹 順位

第20回　守谷市長杯争奪近隣市町村スポーツ少年団ミニバスケットボール新人大会　予選組み合わせ　【男子】

会場：常総体育館A 会場：常総体育館A

くわがた 松ヶ丘

取手中央 朝日

今鹿島 龍ヶ崎

会場責任者：須賀（くわがた） 会場責任者：須賀（くわがた）

会場：常総体育館B 会場：常総体育館B

ファインズ 牛久

下妻 沼崎

江戸崎 菅谷東

会場責任者：竹内（ファインズ） 会場責任者：竹内（ファインズ）

会場：大井沢小学校 会場：大井沢小学校

ソニック みのり

柳河 向台

会場責任者：横山（ソニック） 会場責任者：横山（ソニック）

小張 小絹



決勝

A-8

【男子】

会場：常総体育館Ａ
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MA MB MC ME MF

三決

A-2 A-6MDA-7

MD

MA A-1 A-5

MB A-3 ME A-4

会場責任者：須賀（くわがた）

MC MF



【男子】

MＡ２位 MＢ２位 MＣ２位

MD２位 ME２位 MF２位

ME２位

MF２位

会場責任者：竹内（ファインズ）

MＣ２位

会場責任者：竹内（ファインズ）

会場：常総体育館B

MD２位

第20回　守谷市長杯争奪近隣市町村スポーツ少年団
ミニバスケットボール新人大会　２位交流戦　組み合わせ

会場：常総体育館B

MＡ２位

MＢ２位



【男子】

MＡ３位 MＢ３位 MＣ３位

MD３位 ME３位 MF３位

ME３位

会場：大井沢小学校

第20回　守谷市長杯争奪近隣市町村スポーツ少年団
ミニバスケットボール新人大会　３位交流戦　組み合わせ

会場：大井沢小学校

MD３位

会場責任者：横山（ソニック）

MＡ３位

MＢ３位

MＣ３位

MF３位

会場責任者：横山（ソニック）




