
 

１．主旨 ミニバスケットボールを通して、各市との親睦と交流を深めるとともに、

技術の向上を図り、あわせて児童の健全な身心の育成とミニバスケット

ボールの普及と発展に寄与する。 

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３月１２日（日） 

４．会場 常総体育館（守谷市野木崎４７００） 

５．日程及び組み合わせ 主催者責任抽選 

８：３０ 開場 

  ８：４０ 指導者ミーティング 

  ９：００ 試合開始 

                Ａコート             Ｂコート 

  ９：００ 第 １ 試合 みらいＡ ＶＳ  牛久     つくば  ＶＳ  坂東 

  ９：５０ 第 ２ 試合  鹿嶋  ＶＳ  守谷      土浦  ＶＳ  常総 

 １０：４０ 第 ３ 試合  取手  ＶＳ みらいＡ    みらいＢ ＶＳ  つくば 

１１：３０ 第 ４ 試合  牛久  ＶＳ  鹿嶋      坂東  ＶＳ  土浦 

１２：２０ 第 ５ 試合  守谷  ＶＳ  取手      常総  ＶＳ みらいＢ 

１３：１０ 第 ６ 試合 みらいＡ ＶＳ  鹿嶋     つくば  ＶＳ  土浦 

１４：００ 第 ７ 試合  牛久  ＶＳ  守谷      坂東  ＶＳ  常総 

１４：５０ 第 ８ 試合  鹿嶋  ＶＳ  取手      土浦  ＶＳ みらいＢ 

１５：４０ 第 ９ 試合  守谷  ＶＳ みらいＡ     常総  ＶＳ  つくば 

１６：３０ 第１０試合  取手  ＶＳ  牛久     みらいＢ ＶＳ  坂東 

 

６．参加資格 

  （１）平成２８年度スポーツ安全協会傷害保険加入済みの選手とする。 

  （２）各市で選抜された現３年以下の選手及び、指導者であることとする。 

  （３）ベンチの人数に制限は設けない。各市において割当てする。 

７．参加費 無料  



８．競技規則 

規則は、日本ミニバスケット競技規則に準ずるものとする他、試合時間は、 

６－１－６－１―６の３Ｑ制 試合間７分 

  （１）チームで統一のユニホーム、ビブス色を使用する。 

  （２）タイムアウトは各クォーター１回ずつ認める。交代を認める。 

  （３）ＴＯ、審判は別紙試合表を参照のこと。 

審判は「友情・ほほえみ・フェアプレイ」を基本に怪我をさせないよう

に配慮する。 

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。 

  （２）体育館使用上の注意を厳守すること。（指導者ミーティングで示達） 

  （３）各チーム器物損壊や、事故など些細なことでも主催者に申し出ること。 

  （４）ごみの持ち帰り運動にご協力願います。 

  

小絹ミニバス（石田）、伊奈ミニバス（岩田）、陽光台ミニバス（柳）、板橋ミニバス（久保田） 

ご不明な点、問い合わせは以下のものによろしくお願いいたします。 

板橋ミニバス 久保田 ０９０－２５４０－１５２８ 



時間 Ａ(淡) ＶＳ Ｂ(濃) ＴＯ

第１試合 9:00 みらいＡ ＶＳ 牛久 取手 守谷 ･ 取手

第２試合 9:50 鹿嶋 ＶＳ 守谷 牛久 みらいＡ ･ 牛久

第３試合 10:40 取手 ＶＳ みらいＡ 守谷 鹿嶋 ･ 守谷

第４試合 11:30 牛久 ＶＳ 鹿嶋 みらいＡ 取手 ･ みらいＡ

第５試合 12:20 守谷 ＶＳ 取手 鹿嶋 牛久 ･ 鹿嶋

第６試合 13:10 みらいＡ ＶＳ 鹿嶋 取手 守谷 ･ 取手

第７試合 14:00 牛久 ＶＳ 守谷 みらいＡ みらいＡ ･ 鹿嶋

第８試合 14:50 鹿嶋 ＶＳ 取手 牛久 牛久 ･ 守谷

第９試合 15:40 守谷 ＶＳ みらいＡ 鹿嶋 鹿嶋 ･ 取手

第１０試合16:30 取手 ＶＳ 牛久 みらいＡ みらいＡ ･ みらいＡ

時間は目安です。早まる場合も、遅れる場合もあります。

２０１７　つくばみらい市Ｕ-９交流大会
３月１２日(日) 会場 常総体育館　Ａコート

審判

６－１－６－（1）－６　試合間７分　タイムアウト　各クォーター１回



時間 Ａ(淡) ＶＳ Ｂ(濃) ＴＯ

第１試合 9:00 つくば ＶＳ 坂東 みらいＢ みらいＢ ･ みらいＢ

第２試合 9:50 土浦 ＶＳ 常総 坂東 つくば ･ 坂東

第３試合 10:40 みらいＢ ＶＳ つくば 常総 土浦 ･ 常総

第４試合 11:30 坂東 ＶＳ 土浦 つくば みらいＢ ･ つくば

第５試合 12:20 常総 ＶＳ みらいＢ 土浦 坂東 ･ 土浦

第６試合 13:10 つくば ＶＳ 土浦 みらいＢ 常総 ･ みらいＢ

第７試合 14:00 坂東 ＶＳ 常総 つくば つくば ･ 土浦

第８試合 14:50 土浦 ＶＳ みらいＢ 坂東 坂東 ･ 常総

第９試合 15:40 常総 ＶＳ つくば 土浦 土浦 ･ みらいＢ

第１０試合16:30 みらいＢ ＶＳ 坂東 常総 常総 ･ つくば

時間は目安です。早まる場合も、遅れる場合もあります。

２０１７　つくばみらい市Ｕ-９交流大会
３月１２日(日) 会場 常総体育館　Ｂコート

審判

６－１－６－（1）－６　試合間７分　タイムアウト　各クォーター１回


