
男子：平成29年12月9日(土)・10日(日)

女子：平成29年12月16日(土)・17日(日)

守谷市ミニバスケットボール連盟



１　目　的

２　期　日

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)

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～

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29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29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。

(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。

※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。

(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。

(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。

第21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

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。

男子：平成29年12月9日(土)・10日(日)
女子：平成29年12月16日(土)・17日(日)

※男女共に初日に予選リーグを行い、各リーグの1位と2位のチームは、2日目の1位リーグおよび2位リー
グに進みます。(男女各リーグ3位および女子A、Fリーグ4位のチームは初日のみとなります。)



８　審判及びオフィシャルについて

(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

(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。

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

(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。

(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。

(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。



1 みのりミニバス 中央 1 宮田ミニバス 県北

2 柳河ミニバス 中央 2 みのりミニバス 中央

3 土浦ミニバス 県南A 3 水戸笠原ミニバス 中央

4 大岩田ミニバス 県南A 4 石下ミニバス 県西

5 江戸崎ミニバス 県南A 5 古河ミニバス 県西

6 真鍋ミニバス 県南A 6 翼ミニバス 県西

7 朝日ミニベスパ 県南A 7 南ミニバス 県西

8 龍ヶ崎ドルフィンズ 県南A 8 龍ヶ崎ミニバス 県南A

9 今鹿島ミニバス 県南B 9 石岡KIDミニバス 県南A

10 小張ミニバス 県南B 10 あずまミニバス 県南A

11 沼崎ミニバス 県南B 11 向台ミニバス 県南A

12 取手中央ミニバス 県南B 12 伊奈ミニバス 県南B

13 春日ミニバス 県南B 13 沼崎ミニバス 県南B

14 板橋ミニバス 県南B 14 要ミニバス 県南B

15 くわがたミニバス 守谷市 15 大野ミニバス 守谷市

16 ソニックキッズ 守谷市 16 郷州ミニバス 守谷市

17 松ヶ丘ミニバス 守谷市 17 ソニックキッズ 守谷市

18 守谷ファインズ 守谷市 18 松ヶ丘ミニバス 守谷市

19 松前台ミニバス 守谷市

20 守谷ファインズ 守谷市

守谷市長杯参加チーム　一覧

男子参加チーム 女子参加チーム



① くわがた ④ 土浦 ① ファインズ ④ 松ヶ丘

② 春日 ⑤ 小張 ② 江戸崎 ⑤ 大岩田

③ 取手中央 ⑥ 朝日ミニベスパ ③ 柳河 ⑥ みのり

① ソニック ④ ドルフィンズ

② 板橋 ⑤ 沼崎

③ 今鹿島 ⑥ 真鍋

① ＭＡ1位 ④ ＭＤ1位 ① ＭＡ2位 ④ ＭＤ2位

② ＭＢ1位 ⑤ ＭＥ1位 ② ＭＢ2位 ⑤ ＭＥ2位

③ ＭＣ1位 ⑥ ＭＦ1位 ③ ＭＣ2位 ⑥ ＭＦ2位

守谷市長杯組み合わせ（男子）

【１２月９日（土）】

会場：松前台小学校 会場：松ヶ丘小学校

ＭＡブロック ＭＤブロック ＭＣブロック ＭＦブロック

会場責任者：横山（ソニック） 会場責任者：須賀（くわがた）

会場：大井沢小学校 会場：松前台小学校

会場：大井沢小学校

会場責任者：横山（ソニック）

会場責任者：須賀（くわがた）

ＭＢブロック ＭＥブロック

【１２月１０日（日）】

1位リーグ 2位リーグ

会場責任者：大友（松ヶ丘）



時間 Ａ(淡) vs Ｂ(濃) ＴＯ

第１試合 9:00 くわがた vs 春日 取手中央 朝日ミニベスパ ･ 土浦

第２試合 10:00 土浦 vs 小張 朝日ミニベスパ くわがた ･ 春日

第３試合 11:00 春日 vs 取手中央 くわがた 土浦 ･ 小張

第４試合 13:00 小張 vs 朝日ミニベスパ 土浦 春日 ･ 取手中央

第５試合 14:00 取手中央 vs くわがた 春日 小張 ･ 朝日ミニベスパ

第６試合 15:00 朝日ミニベスパ vs 土浦 小張 取手中央 ･ くわがた

第７試合 16:00

時間 Ａ(淡) vs Ｂ(濃) ＴＯ

第１試合 9:00 ファインズ vs 江戸崎 柳河 みのり ･ 松ヶ丘

第２試合 10:00 松ヶ丘 vs 大岩田 みのり ファインズ ･ 江戸崎

第３試合 11:00 江戸崎 vs 柳河 ファインズ 松ヶ丘 ･ 大岩田

第４試合 13:00 大岩田 vs みのり 松ヶ丘 江戸崎 ･ 柳河

第５試合 14:00 柳河 vs ファインズ 江戸崎 大岩田 ･ みのり

第６試合 15:00 みのり vs 松ヶ丘 大岩田 柳河 ･ ファインズ

第７試合 16:00

時間 Ａ(淡) vs Ｂ(濃) ＴＯ

第１試合 9:00 ソニック vs 板橋 今鹿島 真鍋 ･ ドルフィンズ

第２試合 10:00 ドルフィンズ vs 沼崎 真鍋 ソニック ･ 板橋

第３試合 11:00 板橋 vs 今鹿島 ソニック ドルフィンズ ･ 沼崎

第４試合 13:00 沼崎 vs 真鍋 ドルフィンズ 板橋 ･ 今鹿島

第５試合 14:00 今鹿島 vs ソニック 板橋 沼崎 ･ 真鍋

第６試合 15:00 真鍋 vs ドルフィンズ 沼崎 今鹿島 ･ ソニック

第７試合 16:00

当日調整

会場責任者：須賀（くわがた）
審判

会場：松前台小学校

守谷市長杯組み合わせ（男子）

3位同士の交流戦 当日調整

お昼休み

お昼休み

【１２月９日（土）】

3位同士の交流戦 当日調整

お昼休み

会場責任者：横山（ソニック）

会場責任者：大友（松ヶ丘）会場：松ヶ丘小学校
審判

会場：大井沢小学校
審判

3位同士の交流戦



時間 Ａ(淡) ＶＳ Ｂ(濃) ＴＯ

第１試合 9:00 ＭＡ1位 ＶＳ ＭＢ1位 ＭＣ1位 ＭＦ1位 ･ ＭＤ1位

第２試合 10:00 ＭＤ1位 ＶＳ ＭＥ1位 ＭＦ1位 ＭＡ1位 ･ ＭＢ1位

第３試合 11:00 ＭＢ1位 ＶＳ ＭＣ1位 ＭＡ1位 ＭＤ1位 ･ ＭＥ1位

第４試合 12:00 ＭＥ1位 ＶＳ ＭＦ1位 ＭＤ1位 ＭＢ1位 ･ ＭＣ1位

第５試合 13:00 ＭＣ1位 ＶＳ ＭＡ1位 ＭＢ1位 ＭＥ1位 ･ ＭＦ1位

第６試合 14:00 ＭＦ1位 ＶＳ ＭＤ1位 ＭＥ1位 ＭＣ1位 ･ ＭＡ1位

第７試合 15:00

第８試合 16:00

2位リーグ

時間 Ａ(淡) ＶＳ Ｂ(濃) ＴＯ

第１試合 9:00 ＭＡ2位 ＶＳ ＭＢ2位 ＭＣ2位 ＭＦ2位 ･ ＭＤ2位

第２試合 10:00 ＭＤ2位 ＶＳ ＭＥ2位 ＭＦ2位 ＭＡ2位 ･ ＭＢ2位

第３試合 11:00 ＭＢ2位 ＶＳ ＭＣ2位 ＭＡ2位 ＭＤ2位 ･ ＭＥ2位

第４試合 12:00 ＭＥ2位 ＶＳ ＭＦ2位 ＭＤ2位 ＭＢ2位 ･ ＭＣ2位

第５試合 13:00 ＭＣ2位 ＶＳ ＭＡ2位 ＭＢ2位 ＭＥ2位 ･ ＭＦ2位

第６試合 14:00 ＭＦ2位 ＶＳ ＭＤ2位 ＭＥ2位 ＭＣ2位 ･ ＭＡ2位

第７試合 15:00

第８試合 16:00

守谷市長杯組み合わせ（男子）

1位リーグ

会場：大井沢小学校 会場責任者：横山（ソニック）
審判

会場：松前台小学校 会場責任者：須賀（くわがた）

3位決定戦

決勝戦

3位決定戦

決勝戦

【１２月１０日（日）】

審判

当 日 調 整

当 日 調 整



① あずま ④ 大野 ① 沼崎 ④ 向台

② 宮田 ⑤ ② 水戸笠原 ⑤ 翼

③ 南（OP） ⑥ ③ 松前台 ⑥ 郷州

① 石岡KID ④ 要 ① 古河 ④ 松ヶ丘（OP）

② みのり ⑤ 石下 ② 伊奈 ⑤

③ ソニック ⑥ ファインズ ③ 龍ヶ崎 ⑥

① ＷＡ1位 ④ ＷＤ1位 ① ＷＡ2位 ④ ＷＤ2位

② ＷＢ1位 ⑤ ＷＥ1位 ② ＷＢ2位 ⑤ ＷＥ2位

③ ＷＣ1位 ⑥ ＷＦ1位 ③ ＷＣ2位 ⑥ ＷＦ2位

会場責任者：久川（松ヶ丘） 会場責任者：竹内（ファインズ）

ＷＥブロックＷＤブロック

【１２月１７日（日）】

会場：大井沢小学校 会場：松前台小学校

1位リーグ 2位リーグ

会場：大井沢小学校 会場：松ヶ丘小学校

会場責任者：多賀谷（ソニック） 会場責任者：久川（松ヶ丘）

ＷＦブロック

守谷市長杯組み合わせ（女子）

【１２月１６日（土）】

会場：大野小学校 会場：松前台小学校

会場責任者：小川（大野） 会場責任者：滝田（松前台）

ＷＣブロックＷＢブロックＷＡブロック



時間 Ａ(淡) vs Ｂ(濃) ＴＯ

第１試合 9:00 あずま vs 宮田 南（OP） 南（OP） ･ 大野

第２試合 10:00 南（OP） vs 大野 あずま あずま ･ 宮田

第３試合 11:00 あずま vs 大野 宮田 宮田 ･ 南（OP）

第４試合 13:00 宮田 vs 南（OP） あずま あずま ･ 大野

第５試合 14:00 宮田 vs 大野 南（OP） あずま ･ 南（OP）

第６試合 15:00 あずま vs 南（OP） 大野 宮田 ･ 大野

時間 Ａ(淡) vs Ｂ(濃) ＴＯ

第１試合 9:00 沼崎 vs 水戸笠原 松前台 郷州 ･ 向台

第２試合 10:00 向台 vs 翼 郷州 沼崎 ･ 水戸笠原

第３試合 11:00 水戸笠原 vs 松前台 沼崎 向台 ･ 翼

第４試合 13:00 翼 vs 郷州 向台 水戸笠原 ･ 松前台

第５試合 14:00 松前台 vs 沼崎 水戸笠原 翼 ･ 郷州

第６試合 15:00 郷州 vs 向台 翼 松前台 ･ 沼崎

第７試合 16:00

時間 Ａ(淡) vs Ｂ(濃) ＴＯ

第１試合 9:00 石岡KID vs みのり ソニック ファインズ ･ 要

第２試合 10:00 要 vs 石下 ファインズ 石岡KID ･ みのり

第３試合 11:00 みのり vs ソニック 石岡KID 要 ･ 石下

第４試合 13:00 石下 vs ファインズ 要 みのり ･ ソニック

第５試合 14:00 ソニック vs 石岡KID みのり 石下 ･ ファインズ

第６試合 15:00 ファインズ vs 要 石下 ソニック ･ 石岡KID

第７試合 16:00

時間 Ａ(淡) vs Ｂ(濃) ＴＯ

第１試合 9:00 古河 vs 伊奈 龍ヶ崎 龍ヶ崎 ･ 松ヶ丘（OP）

第２試合 10:00 龍ヶ崎 vs 松ヶ丘（OP） 古河 古河 ･ 伊奈

第３試合 11:00 古河 vs 松ヶ丘（OP） 伊奈 伊奈 ･ 龍ヶ崎

第４試合 13:00 伊奈 vs 龍ヶ崎 古河 古河 ･ 松ヶ丘（OP）

第５試合 14:00 伊奈 vs 松ヶ丘（OP） 龍ヶ崎 古河 ･ 龍ヶ崎

第６試合 15:00 古河 vs 龍ヶ崎 松ヶ丘（OP） 伊奈 ･ 松ヶ丘（OP）

お昼休み

3位同士の交流戦 当日調整

お昼休み

お昼休み

3位同士の交流戦 当日調整

審判

審判

会場：大井沢小学校 会場責任者：多賀谷（ソニック）
審判

会場：松ヶ丘小学校 会場責任者：久川（松ヶ丘）

守谷市長杯組み合わせ（女子）

【１２月１６日（土）】

会場：大野小学校 会場責任者：小川（大野）
審判

会場：松前台小学校 会場責任者：滝田（松前台）

お昼休み



時間 Ａ(淡) ＶＳ Ｂ(濃) ＴＯ

第１試合 9:00 ＷＡ1位 ＶＳ ＷＢ1位 ＷＣ1位 ＷＦ1位 ･ ＷＤ1位

第２試合 10:00 ＷＤ1位 ＶＳ ＷＥ1位 ＷＦ1位 ＷＡ1位 ･ ＷＢ1位

第３試合 11:00 ＷＢ1位 ＶＳ ＷＣ1位 ＷＡ1位 ＷＤ1位 ･ ＷＥ1位

第４試合 12:00 ＷＥ1位 ＶＳ ＷＦ1位 ＷＤ1位 ＷＢ1位 ･ ＷＣ1位

第５試合 13:00 ＷＣ1位 ＶＳ ＷＡ1位 ＷＢ1位 ＷＥ1位 ･ ＷＦ1位

第６試合 14:00 ＷＦ1位 ＶＳ ＷＤ1位 ＷＥ1位 ＷＣ1位 ･ ＷＡ1位

第７試合 15:00

第８試合 16:00

2位リーグ

時間 Ａ(淡) ＶＳ Ｂ(濃) ＴＯ

第１試合 9:00 ＷＡ2位 ＶＳ ＷＢ2位 ＷＣ2位 ＷＦ2位 ･ ＷＤ2位

第２試合 10:00 ＷＤ2位 ＶＳ ＷＥ2位 ＷＦ2位 ＷＡ2位 ･ ＷＢ2位

第３試合 11:00 ＷＢ2位 ＶＳ ＷＣ2位 ＷＡ2位 ＷＤ2位 ･ ＷＥ2位

第４試合 12:00 ＷＥ2位 ＶＳ ＷＦ2位 ＷＤ2位 ＷＢ2位 ･ ＷＣ2位

第５試合 13:00 ＷＣ2位 ＶＳ ＷＡ2位 ＷＢ2位 ＷＥ2位 ･ ＷＦ2位

第６試合 14:00 ＷＦ2位 ＶＳ ＷＤ2位 ＷＥ2位 ＷＣ2位 ･ ＷＡ2位

第７試合 15:00

第８試合 16:00

3位決定戦

決勝戦

守谷市長杯組み合わせ（女子）

【１２月１７日（日）】

会場：大井沢小学校 会場責任者：久川（松ヶ丘）
審判

会場：松前台小学校 会場責任者：竹内（ファインズ）

1位リーグ

審判

3位決定戦

決勝戦
当 日 調 整

当 日 調 整


