令和２年度 第１４回ひとづくり JAPAN ネットワーク杯
キッズ・ミドルバスケットボール大会要項
1.大会趣旨
・小学校 4 年生以下を対象にしたバスケットボール競技の普及・育成とレベルアップを
図るとともに、ミニバスケットで試合機会の少ない４年生への出場機会を増やす。
・競技を通じて他チーム選手との交流を深めるとともに、望ましい人間関係の育成を
図る。
2.主
催
・NPO 法人ひとづくり JAPAN ネットワーク
3.後
援
・熊本県キッズ・バスケットボール連盟
4.会
場
・松島総合センター「アロマ」 メインアリーナコート（2 面）
5.日
時
・令和 3 年 1 月 16・17 日（土・日）
試合予定時間 9:30 ～ 17:00
※参加チーム数などによっては、時間変更の可能性あり。
6.競技方法
・交歓試合
各チーム 1 日 2 試合 ※参加チーム数により変更の可能性あり。
交歓試合のため、順位決めは行わない。
Ａ ミドルリーグ ８チーム
Ｂ スキルアップリーグ ８チーム
7.競技規則
・令和 2 年度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に準ずるが、
下記の点を大会特別ルールとする。
（１）試合時間は 5 分－（1 分）-5 分－（ハーフ 3 分）-5 分－（1 分）-5 分の
4 クオーター制とする。
※時間は、原則「ランニングタイム」で行う。ただし、タイムアウトやフリースロー、
審判が必要と判断した場合は時間を止める。
※参加チーム数によってはこの限りではない。
（２）選手のレベルアップや意欲を高める為、3Ｐラインを設置する。
（３）３０秒ルールを適用する。
8.試 合 球
・ミニバス用 5 号ボールで行う。
（大会側で準備する。）
9.参加資格
・ミドルリーグ
小学 3・4 年生で編成した男子、女子、男女混合のチームとする。3 年生以下の登録
も可能だが、責任者は体格差や危険性などを考慮すること。
・スキルアップ
小学２年生以下で編成した男子、女子、男女混合のチームとする。
10.参加人員
・コーチ（監督）、マネージャー、アシスタントコーチ各 1 名、選手 15 名以内
※マネージャー、コーチは居なくても構わない。
※同一選手が複数のチームで出場することは認めない。
※参加申込書に記載のない選手は出場や当日変更は原則認められない。

11.参加チーム数
・総数１６チーム（先着順）各リーグ８チームで行う。
※チーム数が揃うか、もしくは申込期限で締め切る。
12.参 加 料
・１チームにつき 5,000 円（大会当日、受付にて徴収する。）
※保険料及び、パンフレット 2 部込み。
13.申込方法
・キッズ連盟ホームページ上より「参加申込書（エクセル表）」をダウンロードし、
入力して下記申込先メールアドレスに添付して送信する。申込みは「参加パート」
に色を付けること。（丸印でも可）
※個人情報は、本大会もしくは来年度の大会案内の際に使用することとする。
14.申 込 先
NPO 法人ひとづくり JAPAN ネットワーク（担当：田上）
メールアドレス
aroma@hitodukuri.com
15.募集期間
・令和 2 年 11 月１７日（火）～12 月１５日（火）17：00 まで
16.表

彰
・事務局抽選により、当選者に賞品を授与。当日、会場に掲示。

17.組 合 せ
・主催者にて行い、参加チームにメールで連絡する。
1８.帯同審判
・出場チームは必ず 1 名の審判員を帯同すること。（審判資格の有無は問わないが、
キッズ・またはミニバスケットで審判経験のある者とする）
※出来る限り審判用ユニフォームを着用し、上着のみも可。
1９.そ の 他
・スポーツ傷害保険に加入しておくこと。
※大会時にケガ等が発生した場合は、応急処置及び主催者が加入する保険の適用範囲
で対応します。
・濃淡 2 色のユニフォームを揃える事が望ましい。ビブス可。
・会場地図や注意事項は、申し込み締め切り後に主催者側からメールにて連絡する。
・オフィシャルスタッフは、当法人スタッフとボランティアで行う予定。
・開会式及び閉会式は行わない。
※各チーム試合時間に合わせて来場し、終了後解散とする。
・パンフレットは 1 部 200 円で販売する。但し、50 部限定とする。
・大会中に撮影した写真はホームページなどに掲載する場合がある。
・新型コロナウイルス感染拡大や、社会情勢によっては中止する場合がある。
２０.新型コロナウイルス対策
・別紙「アロマ自主事業へのご参加にあたってのお願い」をご確認ください。
・選手、チーム関係者、応援者は入館時に検温をお願いします。
・試合間のベンチ移動は密にならないよう、ご配慮ください。
・保護者の応援は２階観覧席で行い、マスクの着用を徹底し、
大きな声を出さないようお願いします。
・飲み物の共有は避けるようにしてください。
２１.お問合せ
【松島総合センター「アロマ」
】
Tel：0969-56-0777 （担当：田上）
Mail：aroma@hitodukuri.com

令和２年１１月３日
ご参加の皆様
保護者の皆様
上天草市松島総合センター

アロマ

館長

アロマ自主事業へのご参加にあたってのお願い
日頃より上天草市松島総合センターアロマをご愛顧いただきありがとうございます。
本所は、政府により発出されていた「緊急事態宣言」の解除をうけ、６月５日より一
部条件を解除して開館しています。
今回の自主事業にあたっては、参加者の皆様にのびのびと活動を楽しんでいただくため
に、職員一同細心の注意を払いながら準備を進めているところでございます。つきましては、
下記の事項について、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
記
１

事業実施期間中は、次の事項を守ってください。
○

人の密度が高くならないように、職員の指導に従ってお互いの距離を保つ。

○

近距離での会話や発声は避ける。

○

マスクの着用、咳エチケット、手洗い、手指の消毒を徹底する。
※熱中症対策として、条件を整えながらマスクを外して活動できるように配慮します。

２

○

飲み物は、必ず自分の水筒から飲む。

○

発熱等の体調不良の場合はすぐに職員に申し出る。

〇

入館時に、アロマ正面玄関にて検温を行う。

次に該当される方は参加をお控え下さい。その場合のキャンセル料はいただきません。
○ 発熱のある方（３７．５℃以上の熱がある／平熱＋１℃以上の熱がある／微熱が数日間継続している）
○ 咳、倦怠感、息苦しさ、のどの痛み等の症状がある方
○ その他体調がすぐれない方

３

新型コロナウイルス感染症の県内の感染動向によっては、中止または延期になる場合があります。

以上
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キッズ・ミドルバスケットボール大会
確認事項と指導者の方へお知らせとお願い
＜ひとづくり JAPAN ネットワーク杯キッズ・ミドルバスケットボール大会競技規則＞
（１） ミニバスケット用 5 号ボールで行う。（主催者側で準備）
（２） 試合時間は全リーグ５分－１分－５分－（ハーフ３分）－５分－１分－５分とする。
延長戦は行わず、同点の場合は「引き分け」とする。
※時間は原則「流し」とするが、下記の場合はこれにあたらない。
① タイムアウト・フリースロー・ファウル、または審判がケガなどで時間を止めた場合。
② 第４クウォーター残り 30 秒以降のすべて。
（３）タイムアウトは各クウォーター1 回（計 4 回：1 回あたり 30 秒とする）要求することができる。
（４）フリースローラインは、原則ミニバスケットルールで行う。（バックボードから４ｍ）
※スキルアップリーグは、シュート後に線を越えても構わない。
（５）ファウルは競技規則に従って取り上げる。個人の５ファウルを退場としないが、ラフプレーが続く場合は審
判の判断に委ねる。
（６）チームファウルは、各クウォーター5 回目以上からはフリースローを行わず、相手チームに 2 点ずつ加算
される。※バスケットカウントの場合は、3 点となる。３P は４点となる。
（７）トラベリングやダブルドリブルについては普通に取り上げる。
※ただし、スキルアップリーグに関してはゆるやかに適用する。
（８）５秒ルールはミドルリーグに関しては普通に取り上げ、スキルアップリーグは余裕を含んで取り上げる。
（ややゆっくりカウントをすること。）
（９）オフィシャルは、タイマーとスコアラーの２名とする。※オフィシャル補助員が不足しております。各チーム
様よりご協力いいただけると幸いです。ご協力いただける場合は本部までご連絡お願いいたします。
（１０）審判は、原則帯同審判が行うため、対戦カードを確認すること。事情により審判ができない場合は事前
に主催者へ報告すること。※場合によっては試合待ちのチームに審判を割り振る場合もある。
（１１）メンバー交代は、下記の通りとする。
①各クウォーターが始まるとき。

②タイムアウトがとられたとき。

③選手の体調が悪く、審判が交代を必要と判断したとき ④その他、交代をすべき事情がおこったとき
（1２）選手のレベルアップや意欲を高めるため、３P ライン（一般の長さ）を設置する。
（１３）今大会は交歓試合であり、勝敗を競うことが目的ではないため順位決めは行わない。
（１４）上記以外は、令和２度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に準ずる。
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※これより下記については、指導者の方へお知らせとお願いです。
（１）各チームに作成したパンフレットを受付時に２部ずつ配布します。
また、販売用パンフレット（１部 200 円）を準備します。（５０部程度）
（２）大会当日は８時３０分にアロマメインアリーナを開場します。以降アリーナを使用していただいて構いませ
ん。第 1 試合開始 10 分前からは第１試合チームが使用してください。それまでは、各チーム「ゆずりあい
の精神」でご利用ください。
ウォーミングアップ会場として、屋内ではサブアリーナ・屋外では野球場を開放します。密にならないよう
配慮し、他の団体に迷惑にならないようにお願いします。室内では試合前の時間でコートにてアップをし
ていただいて構いません。なお、駐車場でのウォーミングアップは危険ですので禁止します。
（３）大会当日の受付時間は８時３０分からとしますが、試合時間に間に合う時間にご来場されて構いません。
大会が早く進むことも想定し、時間に余裕をもってご来場ください。参加費は受付時にお支払いください。
今回コロナウイルス感染防止対策のため、代表者会議は行いません。質問のある方は、事前にメールに
てご連絡ください。当日体調不良などで欠席する選手がいる場合は試合前の選手チェックでオフィシャ
ルにお伝えください。
（４）コロナウイルス感染防止対策として、ベンチ付近での保護者の応援はお控えください。保護者の応援はメ
インアリーナ２階の観覧席で行い、マスク着用の上、大声を出さないようお願いいたします。
（５）ユニフォームはリバーシブルやビブスでも構いませんが、事前にスコアシートに番号を入力するので申込
書の登録番号と同じものでお願します。
（６）アリーナではベンチまわりに敷いてあるシートの上でのスポーツドリンク等を飲むことができます。
（７）アリーナ内ではスリッパの使用は認めません。体育館シューズなどの準備をお願します。
（８）体育館内は他の団体の使用もあるので、事故や貴重品の紛失など十分に気をつけてください。
（９）バスケットシューズ（体育館）と外履きシューズの使い分けをしっかりとお願します。また靴の整頓もお願
いします。
（１０）寒さ対策を十分行ってきてください。
（１１）閉会式は行いません。大会日程が終了次第解散されてください。
（１２）駐車やその他、施設の決まりごとを守っていただきますようご協力お願いします。なお、当日は他団体
の使用も多いため、駐車場が混雑することが予想されます。可能な限り乗り合わせ等でお越しください。
（１３）今回も抽選にて景品を差し上げます。抽選方法は大会前日に事務局にて抽選（申込名簿者のみ該当）
を行い、当日にアリーナ入り口に掲示します。当選された方は、体育館受付まで本人とチーム代表者、
若しくは保護者で受け取りをお願します。また、その際には当選者の写真を撮影させていただきます。
（報告に必要なためご協力お願いします。）受け取り時間は大会当日の１０時から最終ゲーム終了までと
させていただきます。申し訳ありませんが、受け取りがなかった場合は当選無効とさせていただきます。

何かとご迷惑をお掛けしますが、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
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