
平成２９年度 かき氷フレッシュ交流会・かき氷交流会要項 

 

１．主 旨  ミニバスケットボールを通して、他の地域との相互の親睦交流を深めるとともに技術の向上を図

り、併せて児童の心身の育成とミニバスケットボールの普及発展に寄与することをねらいとする。 

 

２．主 催  つくばみらい市ミニバスケットボール連盟 

 

３．期 日  平成２９年 ７月１５日（土） フレッシュ交流戦（４年生以下） 

７月１６日（日） ６年生交流戦 

 

４．会 場  平成２９年 ７月１５日（土） つくばみらい市総合体育館 

７月１６日（日） 板橋小学校・谷井田小学校 

               開  場 ８：００ 

               試合開始 ９：００（板橋会場は８：４０） 

 

５．参加資格  平成２９年度スポーツ安全協会傷害保険加入済みの選手とする。 

 

６．参 加 費  １チーム １日 １０００円 

 

７．組 合 せ  別紙参照 

 

８．試合時間  別紙参照 

 

８．競技場上の注意  

①ベンチは組合せ番号の若いチーム（決勝は組合せ表の左側のチーム）がオフィシャル席に向か 

って右側、ユニフォームは原則として淡色を使用する。 

②交流戦のためタイムアウト、交代は自由に行うことができる。 

③競技規則は、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を準ずる。 

④マンツーマンディフェンスを行うこととする。 

 

９．そ の 他 

①選手の競技中の傷害については、主催者は一切責任を負わない。１１９番通報など緊急を必要 

とした場合、主催者にも連絡をすること。選手の競技中・競技会場での障害について主催者は 

責任を負わない。 

②各会場の使用については規定に従い、器具物品の破損紛失等の無いように十分注意すること。 

また、違法駐車はお止め下さい。下履きと上履きの区別の徹底をお願いします。 

喫煙は指定場所でお願いします。学校内では全面禁煙です。 

③ゴミは各チームの責任において持ち帰ること。 

④かき氷は、空きチームより順にお食べください。 



時間 Ａ(淡) ＶＳ Ｂ(濃) ＴＯ
第１試合 9:00 伊奈 ＶＳ シュガーレッツ 板橋 板橋 ･ 千代田
第２試合 9:40 板橋 ＶＳ 千代田 伊奈 伊奈 ･ シュガーレッツ
第３試合 10:20 東クローバー ＶＳ 伊奈 千代田 板橋 ･ 千代田
第４試合 11:00 板橋 ＶＳ シュガーレッツ 東クローバー 東クローバー ･ 伊奈
第５試合 11:40 東クローバー ＶＳ 千代田 シュガーレッツ 板橋 ･ シュガーレッツ
第６試合 12:20 伊奈 ＶＳ 板橋 千代田 東クローバー ･ 千代田
第７試合 13:00 東クローバー ＶＳ シュガーレッツ 板橋 伊奈 ･ 板橋
第８試合 13:40 伊奈 ＶＳ 千代田 シュガーレッツ 東クローバー ･ シュガーレッツ
第９試合 14:20 東クローバー ＶＳ 板橋 伊奈 伊奈 ･ 千代田
第１０試合 15:00 千代田 ＶＳ シュガーレッツ 東クローバー 東クローバー ･ 板橋
第１１試合 15:40 ＶＳ ･

②試合開始時間は目安です。早まることも遅くなることもございますのでご了承ください。

③第10試合目以降は当日会場にて相談の上決定します。

④かき氷は、空きチームから順にお食べください。

かき氷フレッシュ交流会
７月１５日(土)

審判
会場　つくばみらい市総合体育館A

①試合は原則３Q制とし、試合時間　５－（１）－５－（３）－５　試合間10分とします。



時間 Ａ(淡) ＶＳ Ｂ(濃) ＴＯ
第１試合 9:00 小絹 ＶＳ 東成井 陽光台 陽光台 ･ Jラビッツ
第２試合 9:40 陽光台 ＶＳ 石岡城南 小絹 小絹 ･ 東成井
第３試合 10:20 龍北 ＶＳ Jラビッツ 石岡城南 陽光台 ･ 石岡城南
第４試合 11:00 陽光台 ＶＳ 東成井 Jラビッツ 龍北 ･ Jラビッツ
第５試合 11:40 龍北 ＶＳ 石岡城南 東成井 陽光台 ･ 東成井
第６試合 12:20 小絹 ＶＳ Jラビッツ 石岡城南 龍北 ･ 石岡城南
第７試合 13:00 龍北 ＶＳ 東成井 Jラビッツ 小絹 ･ Jラビッツ
第８試合 13:40 小絹 ＶＳ 石岡城南 龍北 龍北 ･ 東成井
第９試合 14:20 陽光台 ＶＳ Jラビッツ 小絹 小絹 ･ 石岡城南
第１０試合 15:00 ＶＳ ･
第１１試合 15:40 ＶＳ ･

③第10試合目以降は当日会場にて相談の上決定します。

④かき氷は、空きチームから順にお食べください。

かき氷フレッシュ交流会
７月１５日(土) 会場　つくばみらい市総合体育館B

審判

①試合は原則３Q制とし、試合時間　５－（１）－５－（３）－５　試合間10分とします。

②試合開始時間は目安です。早まることも遅くなることもございますのでご了承ください。



時間 Ａ(淡) ＶＳ Ｂ(濃) ＴＯ

第１試合 9:00 伊奈 ＶＳ 石岡城南 龍北 龍北 ･ 都和

第２試合 10:00 小絹 ＶＳ 大岩田 伊奈 伊奈 ･ 石岡城南

第３試合 11:00 龍北 ＶＳ 都和 大岩田 小絹 ･ 大岩田

第４試合 12:00 小絹 ＶＳ 石岡城南 都和 龍北 ･ 都和

第５試合 13:00 龍北 ＶＳ 大岩田 小絹 小絹 ･ 石岡城南

第６試合 14:00 伊奈 ＶＳ 都和 龍北 龍北 ･ 大岩田

第７試合 15:00 ＶＳ ･

第８試合 16:00 ＶＳ ･

②試合開始時間は目安です。早まることも遅くなることもございますのでご了承ください。
③第7試合目以降は当日会場にて相談の上決定します。
④かき氷は、空きチームから順にお食べください。

かき氷交流会
７月１６日(日) 会場　谷井田小学校

審判

①試合時間　６－（１）－６－（５）－６－（１）－６　試合間１０分とします。



時間 Ａ(淡) ＶＳ Ｂ(濃) ＴＯ

第１試合 8:40 板橋 ＶＳ 千代田 鉢形 鉢形 ･ 東成井

第２試合 9:40 陽光台 ＶＳ 東クローバー 板橋 板橋 ･ 千代田

第３試合 10:40 鉢形 ＶＳ 東成井 東クローバー 陽光台 ･ 東クローバー

第４試合 11:40 陽光台 ＶＳ 千代田 東成井 鉢形 ･ 東成井

第５試合 12:40 鉢形 ＶＳ 東クローバー 陽光台 陽光台 ･ 千代田

第６試合 13:40 板橋 ＶＳ 東成井 鉢形 鉢形 ･ 東クローバー

第７試合 14:40 ＶＳ ･

第８試合 15:40 ＶＳ ･

③第7試合目以降は当日会場にて相談の上決定します。
④かき氷は、空きチームから順にお食べください。

かき氷交流会
７月１６日(日) 会場　板橋小学校

審判

①試合時間　６－（１）－６－（５）－６－（１）－６　試合間１０分とします。
②試合開始時間は目安です。早まることも遅くなることもございますのでご了承ください。


