
令和４年度 

熊本市バスケットボール協会Ｕ１２部会臨時総会 
令和４年５月１３日（金） 

 
【会順】 
   １ 部会長挨拶 
 
   ２ 連絡 
      

①  令和４年度～令和５年度 U１２部会役員について 
  

②  令和４年度Ｕ１２部会の事業について 
  〇 競技委員会 
  〇 審判委員会 
  〇 ＭＣ（マンツーマンコミッショナー）委員会 
  〇 育成委員会 
  〇 報道委員会 
  〇 財務委員会 
  〇 総務委員会 

 
 

③  夏季大会について 
 
      
 
   ３ その他 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ＨＰの運営
大会結果の
集約
スコアシート
及びファール
シートの管理

各大会の参
加費の管理

○1チーム必ず1人は、いずかの委員になること
○会議等に出席するのは、常任理事（会長、理事長、各委員会委員長、副委員長、委員）のみ。それに伴
い常任委員のみ役員費を支払う。

業務内容

登録の取りま
とめ
関係文書の
作成
賞状の発注
移籍に関す
る管理

大会要項の
作成
大会の運営
ラインテープ
の発注
公共体育館
の予約

大会の審判
割り振り
指名審判の
依頼

指名コミッショ
ナーの割り振
り

DC事業の計
画・運営
火の国旗大
会におけるセ
レクションの
日程及び運
営
選抜チーム
の練習計画
指導者育成
の計画・運営

岩元　誠
佐藤　真己

大林　健
松本　康祐

運営委員

野口　司
緒方　秀一
米田　与希
上田　安奈
今泉　美知

徳

柳井　俊次
長原 薫

山下　浩司
釜﨑　和久
木村　文香

小畑　陽介
吉村　貴志
山内　直哉
彌上　孝太
森廣　直子

德永賢太郎
馬場　周作
魚山　財司
枝森　一彦

杉本　章
井手　隆紀
白石小智

宮丸　賢一

委員
田﨑　健治
石井　邦裕

宗　知邦 跡部　博基 木村　義介

内田　裕章
三橋　秀樹
松嶋　瑞貴
植村　哲

松嶋　瑞貴

副委員長 後藤　恵 杉谷　和夫 山本　健能 木通　邦彦 志摩　美樹 師井　啓竹 坂本　大輔

報道 財務

常
任
委
員

委員長 木通　邦彦 阪本　真一 村上　明香 髙橋　大樹 本山　巧 溜渕　利明

委員 総務 競技 審判 ＭＣ 育成

2022年度・2023年度熊本市バスケットボール協会Ｕ－１２部会　組織図（案）

顧　　問

吉村耕太郎
岩下佳史

部会長

國光　栄作

理　　事　　長 監査

津々浦　諭 杉本　洋



令和４年度市バス協会Ｕ－１２部会日程表 令和４年度県バスケット協会日程表 

（注意）帯同審判はＤ級以上でないといけません。取得をお願いします。 

５月１３日（金）18：00～市協会評議会 

  【場所】パレアホール 

  【内容】○令和４年度市役員の選出決議 

      〇令和４年度事業について 

      〇ガイドラインについて 

      ○夏季大会の要項について 

      ○その他 

    

☆夏季大会 

6月 18日（土）か 19日（日）・・・予選 

         25日（土）・・・シード決定戦 

       

☆市協会長旗大会 

１０月８日・９日・１０日（予定）…予選、男
女代表決定戦、 

１６日（予定）…決勝トーナメント１回戦 

２２日か２３日（予定）…準決勝・決勝 

 

 

☆火の国旗セレクション（未定） 

（男子）  月  日 

（女子）  月  日 

→Ｕ１１も選抜チームに入る可能性がある。 

 

☆熊本市ミニバスケットボール新人戦大会 

 期日；令和５年３月初旬の予定 

 

☆熊本市ＤＣ事業 

７月にトライアウトを行い、県ＤＣの派遣選手

を決定→講習会を１２月に行う予定 

 

※大会の抽選会は、競技部による代表抽選とし

ます。 

※どの大会や行事は、新型コロナウィルスの感

染状況によって変更や延期、中止になる可能性

があります。 

【Ｄ級審判の新規の実技講習】 

①ｅラーニングで講義を受けテストに合格 

②実技講習 

６月１８日（土） 

【Ｄ級審判の更新について】 

更新講習会、eラーニングなし。 

【コーチライセンスの取得】 

・Ｃ級…9月～11月頃 

・Ｄ級…7月中に 

・Ｅ級…ｅラーニング受講後、テストに合格 

５月２１日（土）マンツーマンコミッショナー講習会 

   【場所】八代市松高小学校体育館 

   →各チーム１名は必ず参加 

６月２６日（日）学童五輪抽選  

     【場所】 

     →支部理事による代表抽選 

７月２３日（土），２４日（日），３０日（土），３１日（日）   

学童五輪→チーム数によっては、3 日間になる

可能性あり 

８月６日(土)，７日(日)，２０日(土)，２１日(日)のうちの３日間 

Ｕ－１２リーグ戦 

→県内開催。３つのカテゴリー（なかよし、ミ

ドル、チャレンジ）で行う。 

８月中  県ＤＣトライアウト 

     →１１月、１月に練習会 

１１月１３日（日）県大会抽選会 

        【10：00～ フードパル？】 

11月２６日（土），２７日（日）１２月１８日？ 

   熊本県ミニバスケットボール大会 

【会場；     】→決勝戦はヴォルターズ

の前座試合 

１月７日（土） 火の国旗抽選会 

   【 9：30～        】 

→各選抜チームの代表は参加 

2月 4日（土） 5日（日） 

 火の国旗大会【会場】天草地区一帯 

2月 11日（土） 12日（日） 九州大会 

【会場；長崎県】 

 

 



服装に関しての確認 

• ユニフォームについて 

• その他 

○靴下・・チームで主の色をそろえる。 

その他の身につけるもの（下記のもの、バンダナ、リスト

バンド等）もチームで色をそろえる。 

○アンダー及びアームカバー・・半袖タイプは不可 

  白、黒、ユニフォームの色の単色をチームでそろえる。 

○パワーソックス・・単色、メーカーロゴは可、 

ラインや文字は不可。 

 



熊本市バスケットボール協会 U12部会  

熊本市バスケットボール協会主催における大会及びＤＣ事業のガイドラインについて 

１ はじめに 

  バスケットボールという競技の特性において、「３密」は避けられない。また、熊本市立小学校の体育館は狭

い体育館が多い。「高齢者が同居している」「近親者に感染リスクが高い人がいる」などの家庭事情がある選手

がいても、安心して大会に参加できることが必要である。 

以上を踏まえて「『新しい日常』になり、以前のような活動ができることはない」という前提のもと、指導者

や関係するすべての人が協力して大会を運営していくためのガイドラインを作成した。 

 

２ ガイドラインについて 

  本ガイドラインは日本バスケットボール協会の「バスケットボール活動再開に向けたガイドライン第４版

（令和 3 年 9 月１日改訂）」及び一般社団法人熊本県バスケットボール協会の「新型コロナウィルス対策ガイ

ドライン（令和 3年 2月作成）」をもとに作成した。 

 

 （１）大会前に関して 

   一般社団法人熊本県バスケットボール協会の「新型コロナウィルス対策ガイドライン（令和 3 年 2 月作

成）」の「５．陽性者/濃厚接触者/体調不良者が判明した場合の対応」に沿って、参加の可否を判断する。 



 

 （２）大会当日について 

①体育館の収容人数について 

    ・体育館に入ることができるのは、申込書にある指導者と選手に加えて、サポーターとする。 

    ・サポーターは保護者のみとし、１５名までとする。 

    ・感染状況によっては、サポーターの数を３名または、無観客にすることがある。 

   ②体育館の使用方法について（別紙１を参照） 

・小学校体育館を使用する場合、使用面は 1コートのみ 

・試合が終了したチームが完全に退出してから次に試合するチームが入場すること 

    ・体育館に出入りするときは必ず消毒すること 

    ・選手はフロア以外ではマスク着用。練習しているときは外してよい。指導者及び保護者は必ずマスク

着用すること。（過敏症などで着用できないときは、監督会議のときに各チームに知らせること） 

③チームが行うこと 

    ・出場する選手は、「大会参加同意書（別紙２）」を記入し、各チームの責任者が保管しておくこと。尚、

保管期間は大会終了後 3か月とする。 

・大会当日の朝、「健康管理チェックシート（別紙３）」を記入し、チーム責任者がメンバー表とともに

本部に提出すること。（チェックリストは、協会が３か月保存する） 

    ・チーム IDを首からさげる。（IDをさげていない人は体育館内に入ることができない。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ・各チーム感染対策防止のため、「アルコール消毒」「手洗い用ペーパータオル」を持参する。 

    ・クーラーボックス等、共用するものを減らす（使うものは自分のものだけ） 

    ・開始 10分前のコート挨拶は大きな声にならないようにする 

    ・声を出していい時は、試合開始１０分前のコート挨拶とプレー中のみとする。 

     （選手の試合前の声出し及びベンチでの応援は禁止。また、指導者の大声での指導も禁止とする。） 

体育館に入場する
ときに人数確認を
行う場合がありま
す。選手、指導者、
サポーターすべて
首からさげてくだ
さい。サポーター
が外すことはでき
ません。 

【ＩＤの表記】 

（チーム名） 

（番号） 

〇〇クラブ 

１ 
通し番号でお願いします。 
（例）１～４ …指導者 
   ５～１９…選手 
  ２０～３４…サポーター 



    ・アップ時の円陣は禁止 

    ・試合開始と終了時のあいさつの後の握手なし（選手間、コーチ間、審判とコーチ）。 

    ・選手のベンチや応援席は、間隔をあける 

（最低１ｍは間隔をとるようにする。また、会場校で設置した場所を動かすことがないようにする。） 

    ・出場後やハーフタイムの時には手洗いや消毒を行う 

    ・試合終了の挨拶の後の相手チームへの挨拶は禁止 

    ・使用したベンチは、必ず当該チームで消毒し退出すること 

    ・TOで使用したもの（タイマー、得点板、モップ）は、大会本部が消毒する。 

    ・TOで使う筆記用具は、各チームで用意する。 

    ・TOを行う場合は、マスクとフェイスマスクを着用すること。 

    ・試合球は、チームで準備しておくことが望ましい。 

    ・弁当を含めチーム内のゴミは必ず持ち帰ってもらう（飲みかけの飲料水を手洗い場などに捨てること

も禁止する） 

    ④ 審判について 

    ・ベンチ入りしていない帯同審判はＪＢＡにある審判用の体温チェックシートを使用し、大会本部に提

出すること。提出しない場合は、体育館に入ることができない。 

    ・笛を使用する場合は、飛沫防止のためホイッスルカバーを着用すること 

    ・電子ホイッスルを使用してもよい。 

 

 (３) その他 

   ① 保護者の観戦について 

    ・原則、上記【（２）―①】以外の保護者が敷地内で応援することを禁止する。しかし、特別な事情があ

る場合は、競技委員長に相談し、許可を得ること。 

        ・観戦する保護者は、本ガイドラインに従うこと 

   ② 大会中止について 

     ・熊本市及び熊本県バスケットボール協会Ｕ１２部会からの要請等を考慮して、中止を決定する。 



大会等における体育館会場図（レイアウト）について
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チーム（C）

待機場所

チーム（D）

待機場所

チーム（B）

待機場所

中心のオフィシャルから２ｍ程度離して、ベンチを作る。ベンチは通常１９脚設置だが、今回は、

１チーム１５脚設置。会場によりコートの広さが違うので、コートのエンドラインまでに１５脚

を等間隔に間をあけながら設置する。

ベンチ、オフィシャル、コミッショナーは、マスク着用

応援席は、各チーム１５名程度とし、席を前後左右で間隔をあけて、エンドラインまでに等
間隔に並べるようにする。（会場によりコートの広さが違うので）応援はマスク着用。

チーム（B）

荷物置き場

※ 試合をコート１面で行い、もう１面は、各チームの荷物き場、兼、選手待機場所とする（マスク着用）。通路
の幅や他チームとの距離を３ｍ以上取るようにしてください。

※ この場所では、児童管理のため、保護者２名は一緒に待機場所に必ず同行する。他の応援の方は、試合

が始まるまでフロアには入らないようにして、収容人数をできるだけ１００名を超えない。

チーム（C）

荷物置き場

チーム（D）

荷物置き場

チーム（A）

待機場所

チーム（A）

荷物置き場
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この区域で待機はできません。常にスペースとして空けておくようにしてください。



熊本市バスケットボール協会長旗大会に出場する選手及び応援する保護者の皆様へ 

 

大会参加同意書について 
 

       熊本市バスケットボール協会 U12部会 

 

熊本市新人戦大会においては、国や県の指針を踏まえ、できる限りの対策をとって運営いたしま

す。しかしながら、完全に感染リスクが取り除かれたわけではありませんので、本大会の感染対策

をご理解いただき、参加する選手、保護者の皆様の同意の下に運営をしていきたいと思います。つ

きましては、下記の項目及び本大会における感染対策（要項、新型コロナウイルス感染防止対策、

申し合わせ事項等）の内容をご理解の上、参加していただきますよう、よろしくお願いします。 

 

※了解された部分の□にはチェック☑をお願いします。 

□体温の測定並びに症状の有無を確認し、発熱症状や風邪、嗅覚や味覚障害の症状があるなど、

体調が悪い場合は参加を見合わせます。 

□練習及び試合に出場しない時間帯はマスクの着用をします。 

□会場入り、試合前後には、必ず手洗い（消毒）を行います。 

□会場においても可能な限り消毒液や石鹸などの準備をしますが、各チーム及び個人においても

できる限り対策グッズ等を準備し、自分でできる対策を行い、感染予防に努めます。 

□会場の特性により観客、応援および待機場所等について三密（密閉・密集・密接）を避けるた

め、ルールを設けてあることを理解し、大会における要項、協会長旗大会におけるガイドライ

ン等を確認した上で、協力いたします。 

□選手及び応援者等から感染者が出た場合には、県や市の感染対策の調査や措置に協力します。

主催者にも必ず連絡いたします。 

□濃厚接触者となった場合には、接触してから２週間を目安に自宅待機の要請が行われる可能性

があることを理解し、協力いたします。 

 

目に見えないウイルスだからこそ、誰にでも感染の可能性があります。 

それぞれの立場で、できる限りの感染予防に努めましょう。 

 
 

熊本市新人戦大会参加同意書 
 

上記の内容について承諾のうえ、熊本市新人戦大会に参加いたします。 

                            令和４年  月  日 

 

チーム名                学年  年  

選手氏名                       

保護者氏名                   印  

（署名、捺印後、各チームの責任者に提出願います。） 
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審判部 ２０２２年度事業計画 
 
１ ２０２２年度審判講習会について 
 〇D級 
 【新規】 
熊日学童大会に伴い帯同審判の条件がD級以上となっている為、審判D級新規希望の方はeラーニング合格
後、６月 １６日（土）の受講参加をする。 
【更新】 
2022 年度の更新講習会はなし。Eラーニングなし。 

 ○C級 
 【新規】 
  eラーニング合格後、実技講習会を受講、合格。 
  【更新】 

2022 年度の更新講習会はなし。 e ラーニングなし。 
〇B級 
【新規】 

  eラーニング合格後、実技講習会を受講、合格。（フィットネス含） 
【更新】 
eラーニング合格後、実技講習会を受講、合格。（フィットネス含） 

  〇実技講習会に利用する大会 
【更新】B級 

  ・４月 U18南九州大会県予選 ・５月 熊本県高校総体 ・１０月 県下高校選手権 
  【新規】B級（３回受験） 
  ・７月 高校1年生大会 ・１０月 県下高校選手権 ・１月 高校新人戦 
  【新規】C級（１回受験） 
  ・７月 高校１年生大会 ・８月 U１４地区リーグ戦 ・１１月 U１４地区リーグ戦 
  ○実技を伴うライセンス更新、新規取得の手順 
  ① 該当の e ラーニングに申込・支払・受講・合格 
② 該当のバナーに申込・実技講習会の費用支払い 
③ 実技講習会受講(B 級はフィットネスも) 
④  IRより評価表を井元審判委員長もしくは岩尾 IR 委員長に提出 
⑤ 青島がバナー修了を入力→次年度更新可能 
＊コロナウイルス感染防止対策のため、開催日程の変更が考えられる。正式にはホームページにUPする。 

     ＊U12の各大会におけるチーム帯同審判ライセンスをD級以上とする。 
 

  ２ 昨年度ルール変更点（特に重要なもの） 
    〇プレーヤー 怪我と介助 
    〇スローイン:イリーガルバウンダリラインクロッシングのシグナルをしなかった場合 
    〇交代 / タイムアウト 
    〇アンスポーツマンライクファウル:クリアパスシチュエーション 
    〇チームファール:オフェンスファールによるチームファウルの罰則の削除 
    〇コンタクト:シリンダーの概念（特にオフェンス） 
 
  ３ 熊本市における重点項目 
    〇指導者、選手、保護者、審判員、ＴＯのルールの理解の向上 
    〇審判員とコミッショナーのコミュニケーションの取り方（ゲーム開始前、ゲーム中） 
    〇ＴＯの技能向上（ＴＯ主任につく指導者、保護者含む） 
    〇審判員の資格保持者はライセンスの級関係なく全員日本公認 
 
４ その他 
（１）審判ワッペン 
○各ライセンスを取得又は更新された方は、日本バスケットボール協会からワッペンが送付されるので必ず       

②と③が前後する場合もあり 



ワッペンを着用して審判を行う。 
（２）ホイッスルカバー着用及び電子ホイッスルについて 

    ○審判される方（公式戦・練習試合）は、新型コロナウイルス感染対策として必ずホイッスルカバー 
     を着用すること。電子ホイッスルを使用される方は、マスク着用で審判を行うこと。 
（３）大会について 

     ○保護者、指導者のマナーの徹底（インテグリティー制度の周知） 
    ○オフィシャルの確実な理解 
  （４）審判員の意識 
    ○服装の徹底（審判シャツ・審判スラックス・黒シューズ）。セカンドユニホームを着用の際は２人とも 

使用していること。 
    ○ルール理解の徹底 
    ○会場やコート上での態度 



ྫ̒೧ౕ ϜϱςʖϜϱαϝρεϥψʖ ժܯۂࣆ

̏ ྫ̒೧ౕܯۂࣆժ

࠷सճߪαϝρεϥψʖݟຌۿ�̏�

ʕ࠷༩ఈ � ݆Ծ२

�̐� ֦ճ໌ࢨαϝρεϥψʖ

ʕՈلճ

ʕڢճௗظճ

̐ ͨଠ

�̏� ϜϱςʖϜϱαϝρεϥψʖघӀ͘Ͷͯ͏ͱ

ʕ ߡ͠ΗͪϜϱςʖϜϱαϝρεϥψʖघӀ͘Νࡠ೧ౕࡤ

Ͷ͠ΗɼճͲӣ༽Νਦͮͱ͚ͫ͠͏ɽ



ྫ̒೧ౕ U12 αϝρεϥψʖߪसճ ࠷གྷߴ 

 

̏ क࠷    ʤҲऀʥۿຌݟώηίρφϚʖϩڢճ 
 
̐ क؇    ʤҲऀʥۿຌݟώηίρφϚʖϩڢճ U12 
 
̑ ద    ʀU12 ྙࢨंϜϱςʖϜϱυΡϓΥϱηͶؖͤΖࢨ

 ΝਦΖɽ
ʀݟસରαϝρεϥψʖͶؖͤΖ౹ҲݡմΝͯɽ 

         
 ೖ    ྫ̒೧݆̓̐̏ೖʤౖʥغ ̒

 ෨ʞ̖̎໌ఖౕޗ
 ෨ʞ̖̎໌ఖౕޛޗ
 

̓ ճ    ൂେཱིࢤন߶ঘָߏ ରүؙ 
 
  ढ़җҽճ ϜϱςʖϜϱਬϕϫζΥέφ෨̡̘̙ٗ    ࢥߪ ̔

 ຂ ࢱ ྒྷ߁ 
 

̕ णंߪ   ֦οʖϞࢨं̏໌ 
  

 
स಼༲  ʀϠυϩΰʖϞΝ௪͢ͱϜϱςʖϜϱαϝρεϥψʖӣߪ ̖

༽๏๑֮ 
        ʀϜϱςʖϜϱخ६وଉ֮࠸  
 
 
̗ ͨଠ   Յඇͳ͢ͱ̓̎̎ԃΝफͤΖɽ 
         
 
̏̎ ࿊ཙ  ۿຌݟώηίρφϚʖϩڢճ U12෨ճ  

αϝρεϥψʖҗҽௗ  ੶ؑ ߌҲ 
kouichiishinuki@yahoo.co.jpʤϟʖϩʥ 

 



ȞȳȄȸȞȳǳȟȃǷȧȊȸƷƯƼƖ 

ӱ౾Ց U12ͥ ḁḖᷧḁḖᷖḂᷦᷚḊᷭʉʯͥ 

 лࢫ↝∞⇰∊⇝⇩∅⇙≑≕
᳕ḁḖᷧḁḖᷖḂᷦᷚḊᷭᶞঈᵺᶸᶣґщͥ(ڰ)ᶛᵺᶁᶻ˕യᶛᶔᵴᶖ᳖ᶛۈᶅᶼᶖ

ᵴᶻড়ᶺᲢᷕḃঘᶟḁḖᷧḁḖ᷂϶ઐᲦϹ൛ᶉᶻᶃᶘᵼಳᶗᶉᲣ 

 ȍᷕḃᶛᵺᵴᶖᲢḁḖᷧḁḖ᷂ࠞ࠘ࠄᶻᶏᶱᶛᲢḁḖᷧḁḖᵻᷡḖᵻ᷂ՓҷᶱᶻᲣ 

 ȎнᶃᶓᶖᵴᶻڸᶛतᶇᶖѠЁਘᶛ৺᷂ᶉᶻᲣ 

вᶛᶚᶻᶘᶃᶽ᷂ࡔᵻᶁᶇᲢڔᶙᶲᶏᶑᵼࡍᶇᵴḁḖᷧḁḖᶗḂ᷂ᷮᷳᷜάᶇᶰᶃᶘᵼᶗ

ᵽᶻᶸᵶᶛᶉᶻᶃᶘ᷂ᷖḂᷦᷚḊᷭᶞೲζᶘࣾᵸᶖಳᶛᵲᶏᶓᶖᶫᶇᵴᶘڙᵴᶮᶉᲣ 

 

≕≑⇙∅⇩⇝∍⇰∞↝ᙲ↙ᙻໜ 
 ᴴḁᷦᷤ᷅ᷦᶇᶖᵴᶻᵻᲢᶮᶏᶟᲢḁᷦᷤ᷅ᷦᶇᶸᵶᶘᶇᶖᵴᶻᵻ 

   ᳠ࠇḁḖᷧᲢᷡ᳠ݨ߈Ḗ 

   ᴇ᷊᷸᷍Ḗᷜᶞᷜᷢᷫ 

   ᴇ᷎ᷦᷩ᷆ḖᷓᶛतᶇᶖᲢਚᶛḁ᷒ᶇᶖᵴᶻᵻᶔᵴᶖᵴᶓᶖᵴᶻᵻ 

   ᴇᷫḌᷦᶞ֍ 

   ᴇ᷽ᷰᷫḏᷚḊḖᶛतᶉᶻ᷻Ḏᶞ֍ 

 ᴵ᷿᷸᷍Ḏ᷊᷸ᷪ᷆ḖᷜᶞḀᷛᷚḊᷮḖᷓᲢᷛ᷶ḊḖ᷿Ḏᶘḁ᷒ḁḖ᷂ਚᶛۢ 

 ᶇᶖᵴᶻᵻך

ᴅ߰ܓᶺᶟᲢۋ௰ᶞḁ᷒ḁḖ᷂ঘ߮ᶛՓᶖᵴᶻᵻ 

 

 

 Й↗↝ᡲઃݙ≑≖
ᴴࢦڰ 

TOࡢᶗᲢ߭܇Ტ߭ᶘᶘᶲᶛ᷂ڰ˕˚ᶇᶖᵴᵿᶘᵴᵶʍۑᶗᲢᷖḂḈᷮᷔᷚḊḖ᷂ᶘᶺ

ᶮᶇᶷᵶᲣ 

ḏ᷸ḍڐᶞḏ᷎Ḗ᷸᷄ḏḖᷜᶞᶸᵶᶛᲢᷕḃࢦᶛΠᶉᶻᶃᶘᵼऻᶗᶉᲣ 

ᴵڰঘ 

  ७ᵴۀІᶗᶟᵲᶺᶮᶉᵼᲢ᷒᷌ᷢᶄᶘᶛвᶛᶚᶻᶃᶘ᷂ෝᶇᵴᶮᶇᶷᵶᲣ̟ߡЪ᷂߁

ᶂᶏᷔᷜᶗᶟᶙᵶᵴᵶೌ߈ᶚᶞᵻᲢᶍᶞ֍ᶙᵶᶚᶓᶖᵴᶻᵻᶲߌష᷂ҒഋᶇᶖᵺᵽᶮᶉᲣ 

 

≗≑ؕஜႎ↙ᙸ૾ 
ȍᷖḂᷦᷚḊᷭᶟᶓᶖךᵶᶃᶘ᷂Р౾ᶘᶇᶮᶉᲣ̟ߡЪᲢߡЪൺు᷂ݞᶇᶮᶉᲣ 

ȎᷕḃᶞڑᶮᶺᶛᶟᶙᶞਈੇḁḖᷧḁḖᶛᶔᵴᶖښᶅᶼᶖᵴᶻᵻ᷂Ϧᶈ܈ᶻᶸᵶᶛᶇ 

 ᶮᶉᲣḁᷦᷤ᷅ᷦᶞ᷿᷇ᷜᲢᷜᷢḖᷜᲢḀᷛᷚḊḖᶞᶘᶺుᶚᶙᵻᶹ 

ȏॡᶘॡᵼḁᷦᷤ᷅ᷦᶇᶖᵴᶻᵻᶸᶺᶲᲢᵽᶑ᷃ᶘḁᷦᷤ᷅ᷦᶉᶻʍۑᵼϦᶈᶹᶼᶻᵻ

ᶙᵶᵻ᷂݃ڭᶇᶖՓᶻᶸᵶᶛᶇᶮᶉᲣ(᷊ᷤᷦ᷒ணᶞлᶟᲢ᷹ᷘᷖḂᷦᷚḊᷭᶘԒ᷂

ᶇᶚᵼᶹ) 

Ȑ᷿ḎడڿᵼకᶿᶓᶏۀᶛᲢ᷿ḎܞఙᶗᶟᶚᵿᲢ᷿Ḏᵻᶹ̉ᵴḏ᷇ḇᶞḁᷦᷤ᷅

᷂ᷦՓᶻᶃᶘᵼऻᶗᶉᲣॡᶛḁᷦᷤ᷅ᷦᶇᶖᵴᶻᵻᲢ᷿Ḏᷘ᷇ᷬᶘ᷻Ḏᷘ᷇ᷬ



᷂ʍۑᶇᶖᵴᶻᵻ᷂ঘ߮ᶛ৺ᶇᶮᶉᲣ 

ȑࢦᲢએᶛ᷒᷌ᷢᶞڑᶮᶺᶛᷤḃᶞḁḖᷧḁḖᶞഫ᷂ࣾڔᵸᶻᶃᶘᵼ݃വᶗᶉᲣ 

ᷖᷤᵼḁḖᷧḁḖᲢḁᷦᷤ᷅ᷦᶞᷖḎᶚᶙ᷂ʍۑᶇᶏࡔᵻᶁ᷂ᶇᶖᵴᶻ߈ᶟᲢ

ඹܪᶗʍۑᶇᶖ܈ᶺ᷃ࢾᶗᵴᶻᶘדᵸᶹᶼᶮᶉᲣᷖᷤᶞࡔᵻᶁᶛ᷂ۊԃᶁᶻᶃᶘᶲऻ

ᶗᶉᲣ 

ȒвᶛᶚᶻᶘᵽᶛᶟᲢ᷼ḖᷤᶞుᶛదᶯУᶺᲢʛେᵼᵲᶓᶏᶘॹᶇᶏᶹ̟ߡЪ᷂߁ᶂᶏᶮ

ᶮᲢᷖᷤᶛࡔᵻᶁ᷂ᶇᶮᶉᲣࢦᶟ᷼Ḗᷤࢦᶗᶍᶞᷤḃᵼ᷊᷸ᷪ᷆Ḗᷜᶛᶚᶺᶮᶉ

ᴅᷜᷫ᷼ᴻʂ߁ɺᶗᶉᶞᷤḃᶛᶟࡔᵻᶁᶟᶇᶮᶋ᷃Უ 

ȓ᷿ḎᵼרᵴʄঈᶛᵲᶻۀᶛᲢḂᷬḎḌ᷇Ḗ᷂ᶮᶏᵴᶗᷗḎ̰ܞఙᶛᵴᶻḏ᷇ḇᵼ

ᵴᶏ߈ᶟᲢᶍᶞᴶᶞᶘᶺుᶛটʍ᷂ᶟᶹᵴᶮᶉᲣᶍᶞ᷊᷸ᷪ᷆Ḗᷜᵼḁ᷂ᷦᷤ᷅ᷦ

ʍۑᶇᶖᵴᶻᵻᲢᷬḌ᷹᷇ᵼᵲᶓᶏۀᶛᶙᵶᶚᶻᵻᲢḁᷦᷤ᷅ᷦᶇᶖᵴᶻ᷊᷸᷍Ḗᷜᶞ

ּᶱвᶟᶙᵶᵻᶚᶙࣣਘᶛॹᶇᶮᶉᲣ 

ȔᷜḐ᷇ḖᶞۀᶛᶟᲢᷜḐ᷇Ḗᶉᶻḏ᷇ḇᶛḁᷦᷤ᷅ᷦᶇᶖᵴᶻḏ᷇ḇᶛট

ʍ᷂ᶟᶹᵴᶮᶉᲣ᷿᷸᷍ḎᷫḌᷦᶗʤଷЪᶞᷔᷜᶲᵲᶻᶏᶱ 

ȕᷫḌᷦᵼᵲᶓᶏۀᶛᶟᲢ᷍Ḗ᷿Ḏᶞݨᶸᶺᶲچᶺᶞḁᷦᷤ᷅ᷦᶛটʍ᷂ᶟᶹᵴᶮ

ᶉᲣᶮᶏᲢᷫḌᷦᵼࣽܨᶇᶏۀᶛḁᷦᷤ᷅ᷦᶞʍۑᵼᵲᶻᵻᶙᵶᵻ᷂৺ᶇᶮᶉᲣ 

Ȗ᷊᷸᷍Ḗᷜḏ᷇ḇᵼ᷊᷸᷍Ḗᷜᶛ̷ٴᶉᶻвᵼᶚᵴᵲᶻᵴᶟᷖᷤᵻᶹ̷ٴᶇᶚᵿ

ᶖᵴᵴᶘըᶿᶼᶖᵴᶻ߈ᶟᲢ᷊᷸ᷪ᷆ḖᷜᶛḁḖᷧḁḖᶞʍۑᵼᵲᶓᶖᶲʛେᶇᶖ

ᵴᶻᶸᵶᶛՓᵸᶻᶃᶘᵼᵲᶺᶮᶉᵼᲢᶃᵶᵴᶓᶏ᷊᷸᷍ḖᷜᵻᶹᶟᷡḖᶗᵲᶻᵻᶙᵶᵻ

᷂ॹᶉᶻߌషᶟݎᶖᵽᶮᶋ᷃ᲣᶸᶓᶖЪᶟᵲᶂᶚᵴஒവᶗᵲᶼᶠᲢ᷊᷸᷍Ḗࣺᷜᶛࡔ

ᵻᶁ᷂ᶉᶻᶃᶘᶲᵲᶻᲣ 

 

≘≑⇙∅⇩⇝∍⇰∞↝Йؕܭแ↝ᎋⅷ૾ 
  ᷖḂᷦᷚḊᷭᶟᲢᷕḃᶞߑң᷂ד൴ᶇᶚᵼᶹ৺᷂ךᵶᶩᵽᶗᶟᶚᵿᲢڸᶞᶯᶛतᶇ

ᶖѠЁਘᶛ৺ᶉᶻᲣ 

  ᴇ߮ߌᶴᷕḃߑң᷂ד൴ᶛᶼᶚᵼᶹ৺ᶉᶻᶃᶘᶟᲢ৺۴ᶞ܇ЁᵼऻᵽᵿЎᶮᶼᶻᶃ

ᶘᶛᶚᶺᲢ৺РݞᶞᵼֳᵼᶻᶃᶘᶛԜᵼᶺᲢೀΠࡅᶛԱᶁᶻᶃᶘᶛᶚᶻᶏᶱᲣ 

 

᳙ḁḖᷧḁḖ᷊᷸ᷪ᷆ḖᷜᶞРݞкࣻ᳚ 

ᴴᲥḁᷦᷤ᷅ᷦ 

 

ᶖᶞ᷊᷸ᷪ᷆Ḗࣺᷜḏ᷇ḇᶟᲢḁḖᷧḁḖࢪ

ᶗᲢ᷊᷸᷍Ḗࣺᷜḏ᷇ḇᶞॡᶘḁᷦᷤ᷅ᷦᶇᶖ

ᵴᶻᵻೀΠᶗᶚᶁᶼᶠᶚᶹᶚᵴᲣ 

Ღᶃᶞḁᷦᷤ᷅ᷦᶞРݞᶟḁᷦᷤ᷅ᷦ᷋ḍ᷅ᴶ

Ḁ᷇ḖᷫḌ᷇Ḗ6.75m᷂ɺᶘᶉᶻᲧᷗḎᵻᶹ

ᴺᵣમᶗᶟߋᶛਚയᶅᶼᶻᲣ 

Ღ᷊᷸ᷪ᷆Ḗࣺᷜḏ᷇ḇᶞ᷅᷇ᷖḖᷢ᷒ᷫᲢըള

ᶞᷘ᷇Ḗᶮᶏᶟ܊ᶞᷘ᷇Ḗښᶅᶇᶉᶻᶃᶘᶛᶸ

ᶺᲢೀΠᶛॡᶘḁᷦᷤ᷅ᷦᶇᶖᵴᶻᵻᵼᲢᷖḂᷦᷚ

ḊᷭᶛᶿᵻᶻᶃᶘᲣ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

᳙РݞкࣻᲦనँͦ᳚ 

ḁḖᷧḁḖ᷊᷸ᷪ᷆ḖᷜᶞՓ௰ᶁు 

ḁḖᷧḁḖᶞʍۑᵼᵲᶻᲣ᷅᷇ᷖḖᷢ᷒ᷫᲦࡔᶞᷘ᷇ḖᲦ܊ᶞᷘ᷇ḖᲦḀᷛᷚḊḖ ੧ 

᷿Ḏᶴ࣠܊ᶘᶘᶲᶛᵴᶖᵴᶻᲣ 

࣠ᷤ܊ḃᶞ᷸ḐḖᷫᷖᷫમᶞḁᷦᷤ᷅ᷦ᷋ḍ᷅ӍᵻᶹᶟḁḖᷧḁḖ᷊᷸ᷪ᷆Ḗᷜ 

 ᶱᶖᵴᶻᲣڑ᷂

᷍ḎᷖᷫᲢ᷸ᷲᷖᷫ੧᷊᷸ᷪ᷆Ḗ᷂ᷜᶇڑᶱᶻʄঈ᷂৺ᶱᶚᵴᲣ 

ḁᷦᷤ᷅ᷦ᷋ḍ᷅ʂᶛᵺᵴᶖᲢᷤḃᶘᶇᶖլᲹᶞ᷊᷸᷍Ḗᷜᶛतᶇᶖ᷷ᷦ᷒᷅ᷦᶉ 

ᶻ᷊᷸ᷪ᷆Ḗ᷂ᷜךᵶ߈ᶟᲢᷜḐ᷇Ḗᶉᶻ᷊᷸᷍Ḗᷜᶛḁᷦᷤ᷅ᷦᶇᶚᶁᶼᶠᶚᶹᶚ 

ᵴᲣ 

᷍Ḏᷖᷫᶞ᷊᷸ᷪ᷆Ḗᷜᶞत̔ 

᷻Ḏᷘ᷇ᷬᶞ᷊᷸ᷪ᷆ḖᷜᶟᲢ҅ൡᶛᵺᶁᶻк৺ᶟᶚᵴᵼḂᷬḎḌ᷇ḖᶘᶞʄঈЈԂᶟᲢ 

Рݞк৺ড়ᶺᲣ 

ḒḖ᷊ᷴᷜ᷅᷉᷇Ტ᷊ᷧᷴᷜ᷅᷉᷇ᶛᵺᶁᶻ᷊᷸ᷪ᷆Ḗᷜᶞ᷿Ḏ ONLYᶟᷡḖ᷸ᷪ᷆ 

᷊ḖᷜᶗᵲᶻᶃᶘᶞΠᲣ 

 

ᴵᲢḏ᷊᷸ᷜᷪ᷆Ḗᷜ 

ᷤḃᵼḏ᷊᷸ᷜᷪ᷆Ḗ᷂ᷜزയᶇᶏۀ᷸ḎᷖᷫᲢ3/4 ᷖᷫѨᶣ᷸ᷲᷖᷫᶗᶲ

ḁᷦᷤ᷅ᷦᶞРݞᶛউᶉᶻᶃᶘᲣ 

টʍਮᲧഫᲹᶚᷡḖ᷊᷸ᷪ᷆ḖᷜᶮᶏᶟᷖḖᷰᷚ᷶ḊḖ᷊᷸ᷪ᷆ḖᷜᶟᲢḁᷦᷤ᷅ᷦ᷋ 

ḍ᷅ʂᶗᶲࡍᶗᵲᶻᲣ 

 ᶂᶻᷢ᷇ḂḖᷓ᳚߁Ъ᷂᳙

ߑᵼᶓᶖᵴᶻ߁Ъᵼߡᶂᶻᷢ᷇ḂḖᷓᶟᲢ̟߁Ъ᷂

ңʛେᶇᶖᵴᶻߑңᶞᶘᵽᶛᲢᶍᶞʛେᶇᶖᵴᶻ

ḏ᷇ḇᶛᶸᶺೀᶹᵻᶛ᷊᷸᷍Ḗࣺᷜᶞḏᵼ˜

ҭ᷂ܕᶁᶻ߈ᶟᲢЪ᷂߁ᶂᶻᶸᵶᶛᶇᶚᶁᶼᶠᵴ

ᶁᶚᵴᲣ 

᳙ඟᴴ᳚ 

᷻ḎḐᷩᷚḊḖ֍ᶛᲢ᷻Ḏ᷊᷸ᷘ᷇ᷬ᷍Ḗᷜ

ḏ᷇ḇᶞ᷿᷸᷍Ḏ᷊᷸ᷪ᷆ḖᷜḁḖᵼ᷿Ḏᷘ

ࣺ᷇ᷬᶛچᶓᶏᶮᶮ̟ߡЪᵼ߁ᵼᶓᶖᵴᶻߑप

ᶗᲢہᶞᷬḍ᷹Ḏ᷽ᷰᷫḏᷚḊḖᶛतᶇᶖ᷻Ḏᷪ

᷊᷸᷆Ḗᷜᶉᶻᶃᶘᶟ҄ᶅᶼᶚᵴᲣ 

᳙ḁᷦᷤ᷅ᷦᶞᴶᶔᶞ՞ࣻ᳚ 

Ღ᳕ ᷅᷇ᷖḖ᳖ᷢ᷒ᷫᶘᶟᲢḁ᷒ḁḖ᷂ʍۑᶇᶖᲢᶙᶃᶛᵴᶻᵻ᷂ᶗᶘᶹᵸᶖᵴᶻᶃᶘᲣ

ॣᶚᶻܓᶥᶺᶟᷣḄᲣ 

Ღ᳕ ըളᶞᷘ᷇Ḗ᳖ᶘᶟᲢ᷿ḎᲢḁ᷒ḁḖᶞ NoᲢ᷻ḎᲢᷜ᷇ᷦᷤᲢḐᷩᷚ

ḊḖᶚᶙࡔᶛݎᶇᶖḁ᷂ᷦᷤ᷅ᷦೀΠᶛᶉᶻᲣ 

Ღ᳕  ᶅᶇᶇᶖḁ᷂ᷦᷤ᷅ᷦೀΠᶛᶉᶻښ௰ᶞḁ᷒ḁḖᶘ᷿ḎḁḖᶘ᷂ۋᶅᶇ᳖ᶘᶟᲢښ

ᶃᶘᲣॣᶚᶻښᶅᶇᶞ᷊ᷛᷜᷤḆᶐᶁᶗᶟᷣḄᲣḁ᷒ḁḖ᷂ᶘᶹᵸᶖᵴᶚᶁᶼᶠᶚᶹᶚ

ᵴᲣ 



᳙ඟᴵ᳚ 

᷿Ḏ᷂ڿᶓᶖᵴᶻ܊ࢠᶛᷫḌᷦᵼڇίᶁᶹᶼᶚᵴ

 Ტۀᶞೌ߈

ᴴᷬḍ᷹ḎᵼךᶿᶼᶖᵴᶻۀᲢᶮᶏᶟᷬḍ᷹Ḏᵼ   

 ۀᶿᶓᶏܨ

ᴵᷴᷜᵼӡঘᶛᵲᶻІᶛʔᶗᵽᶻ҅ൡᶗᲢᷴᷜ 

 ᶅᶋᶻᶃᶘᵼᶗࡆІᶛᷫḌ᷂ᷦݔᶁᶏܕ᷂

ᵽᶻۀ 

ᴶʔᵼതʏᶛךᵸᶻ҅ൡᶛᵲᶻۀۋ௰ᶞḁ 

᷒ḁḖᶘ᷿ḎḁḖᶞ҅ൡᶞɺᲧ2᳁3ᵣ 

ᷫḌ᷹ᷦᷣḎᷤḃᶛךᵽᲢ᷻Ḏ᷿ᷬḎᶛᶇ

ᶏᶺᲢ᷿Ḏ᷂ॗᵴ܈ᶓᶏᶺᲢᶮᶏᶟᶍᶞᶃᶘᶞ˜ҭ  

 ᶂ߁Ъ᷂ᶁ᷎ᷴᷜᷦᷫᶅᶼᶏᶺᶇᶏᶘᵽᶛᶟᲢܕ᷂                  

ᶻᶩᵽᶗᵲᶻᲣ 

 

ᴶᲢ᷍Ḗ᷿Ḏ᷊᷸ᷪ᷆Ḗᷜ 

᷊᷸ᷪ᷆Ḗࣺᷜḏ᷇ḇᶞḀᷛᷚḊḖᶟᲢ᷿Ḏᶘ

ḍḖᷓᶞІᶛʄঈᶇᲢ҅ൡᶟثऻ 1.5 ḄᷫḎᲢᶔᶮ

ᶺᷚḈ᷊ᷫᷤᷦ᷒ᶘᴴतᴴᶞᷬḌ᷹᷂᷇ڡᶱᶹᶼᶻ

҅ൡᶗᵲᶻᶃᶘᲣ 

᷊᷸᷍Ḗࣺᷜḏ᷇ḇᵼ᷿Ḏ᷂ḏ᷹ᷚᶇᶏۀᲢ

᷊᷸ᷪ᷆Ḗࣺᷜḏ᷇ḇᵼ᷿ḎḁḖᶛᶔᵿʍ࠘ᵼ

ೀΠᶛᶿᵻᶻᲢ߁лᶇᶏʄঈᶘ҅ൡᶛḀᷛᷚḊḖ᷊ᷤ

Ḗ᷂ᷛᶉᶻᶃᶘᲣ 

 

 

 

 

ᴷᲢ᷿᷸᷍Ḏ᷊᷸ᷪ᷆Ḗᷜ 

᷊᷸ᷪ᷆Ḗࣺᷜḏ᷇ḇᶟߋᶛḁᷦᷤ᷅ᷦᶉᶻ᷸᷍

᷊Ḗࣺᷜḏ᷇ḇᵼՓᵸᶻᵻᲢϦᶈᶹᶼᶻᶸᵶᶛʔ

ᶇᶚᵿᶖᶟᶚᶹᶚᵴᲣ᷿Ḏᶞѣࣺᷘ᷇ᷬ᷻Ḏᷘ᷇

ᷬᶞ᷊᷸ᷪ᷆Ḗࣺᷜḏ᷇ḇᶟᲢۋ௰ᶞḁ᷒ḁḖ

᷊᷸᷍Ḗࣺᷜḏ᷇ḇѨᶣ᷿ḎᶲՓᵸᶻḀᷛᷚ

ḊḖ᷂܈ᶻᶃᶘ᷿Ḏᶘḁ᷒ḁḖ᷂ՓᶻᲣ 

᷿Ḏᵼᷬḍ᷹Ḏᶮᶏᶟᷴᷜᶗᵴᶏ߈Ტࢪᶖᶞᷪ᷆

᷊᷸Ḗࣺᷜḏ᷇ḇᶟ᷿ḎᶘҒᶛᵻᶚᵿᶖᶟᶚᶹ

ᶚᵴ᷿ḎᵼᶁᶠᲢ᷿Ḏᶘ᷊᷸᷍Ḗࣺᷜḏ᷇ḇ

ᵼՓᵸᶻḀᷛᷚḊḖᶛʤݭᶛᵿᲣᶏᶐᶇᲢ᷊᷸

᷏ᷜᷬᶗ܉ᶻ߈ᶟᶍᶞժᶺᶗᶟᶚᵴᲣ 

᷿Ḏ᷂డڿᶇᶖᵴᶚᵴ᷊᷸᷍Ḗࣺᷜḏ᷇ḇᵼḀᷛᷚḊḖ᷂కᵸᶏ߈Ტ᷊᷸ᷪ᷆Ḗࣺᷜ

ḏ᷇ḇᶲ᷊᷸᷍Ḗࣺᷜḏ᷇ḇᶘҒᶛḀᷛᷚḊḖ᷂కᵸᶻᲣ᷿᷸᷍ḎᶗᲢᷜ᷒ḍḖ



ᵼವᵴߑңᶗᶞᷜ᷇ᷦᷤᶟӄڡᶉᶻᲣᶏᶐᶇᲢḂᷜḁ᷂ᷦᷤͦޟᶉᶻᶏᶱᶛᷜ᷇ᷦᷤᶉᶻᶃᶘ

ᶟ̸૧ᲣḂᷜḁᷦᷤḏ᷇ḇᶙᵶᶇᵼ܇ढਘᶛᷜ᷇ᷦᷤᶉᶻ߈ 

ᶖᶞ᷻Ḏᷘ᷇ᷬᶛᵴᶻ᷊᷸ᷪ᷆Ḗࣺᷜḏ᷇ḇࢪ

ᶟᲢث৳ժఖँᶟ᷻Ḏᷘ᷇ᷬᶛঈᵻᶚᵿᶖᶟᶚᶹᶚ

ᵴᲣ᷿Ḏᷘ᷇ᷬᶘ᷻Ḏᷘ᷇ᷬᶞҙᶟᲢḂᷬḎḌ

᷇ḖḍḖᷓᶘḍḖ᷂ᷓԵᶦᶗᵲᶻᲣᶏᶐᶇᲢ᷻Ḏ

ᶮᶏᶟᷫḌᷦᶛᵴᵿݺ᷂߈ᵿᲣ 

ᶓᶖᵴᶚᵴ᷊᷸᷍ḖᷜڿᶖᶞḀᷛᷚḊḖᶗᲢ᷿Ḏ᷂ࢪ

ࣺḏ᷇ḇ᷂ᷫḌᷦᶉᶻᶃᶘᶟʛେᶗᵲᶻᲣ 

᳙൛ේ᳚ 

ḒḖ᷊ᷴᷜ᷅᷉᷇Ტ᷊ᷧᷴᷜ᷅᷉᷇ᶞۀᲢ᷿Ḏঘ߮

ᶟ׃ᶿᶚᵴᵼᲢ᷿Ḏ ONLY ᶘᶚᶓᶖᶟᵴᶁᶚᵴᲣ 

 

 

 

ᴸᲢ᷻ḎḐᷩᷚḊḖ 

᷿Ḏ᷂ڿᶓᶖᵴᶚᵴ܊ࢠᶛḁᷦᷤ᷅ᷦᶉᶻ᷸ᷪ᷆

᷊Ḗࣺᷜḏ᷇ḇᶟᲢḍḖ᷂ᷓ܉ᶻᶏᶱᶛᲢ᷍Ḗ᷿

Ḏ᷊᷸ᷪ᷆Ḗࣺᷜḏ᷇ḇ᷂᷻ḎᶗᵽᶻᲣ 

᷍Ḗ᷿Ḏ᷊᷸ᷪ᷆Ḗࣺᷜḏ᷇ḇᵼ᷽ᷰᷫḏᷚ

ḊḖ᷂ڡᶱᶹᶼᶊᲢ଼ᵻᶼᶏ߈ᲢḍḖᷓᶨ֦ᵻᵶᷬ

ḍ᷹Ḏ᷽ᷰᷫḏᷚḊḖᶛतᶇᶖᶟᲢ᷻Ḏ᷊᷸ᷪ᷆

Ḗᷜᵼ҄ᶅᶼᶻᲣ᷿᷸᷍Ḏᶞ᷊᷸᷍Ḗࣺᷜḏ᷇ḇ

ᵼᲢḍḖᷓᶨ᷎ᷦᷫᶉᶻᶃᶘ᷂᷻Ḏᶉᶻᶃᶘᶲ҄

ᶅᶼᶻᲣ 

 

 

 

 

 

᷿᷸᷍Ḏ᷊᷸ᷪ᷆Ḗࣺᷜḏ᷇ḇᶟᲢ᷻Ḏᷪ᷆

᷊᷸Ḗᷜᶞᶏᶱᶛʤۀਘᶛ᷊᷸ᷪ᷆ḖᷜḀᷛᷚḊḖ᷂

కᵸᶻᶃᶘ᷻ḎḐᷩᷚḊḖᵼ҄ᶅᶼᶻᲣᶏ

ᶐᶇᲢ᷻Ḏ᷊᷸ᷪ᷆Ḗᷜ֍Ტࢪᶖᶞ᷊᷸ᷪ᷆Ḗࣺᷜ

ḏ᷇ḇᶟᲢৎᶑᶛ᷊᷸᷍Ḗࣺᷜḏ᷇ḇᶘḁᷦ

ᷤ᷅ᷦࢦлᶇᶏుృᶗೀΠᶛᶇᶚᶁᶼᶠᶚᶹᶚ

ᵴᲣ 

 

 

 

 

 



ᴹᲢᷜ᷇ᷦᷤ 

ᷜ᷇ᷦᷤᶟᷜ᷒ḍḖᲢᷫḌᷦ֍Ტ᷻Ḏ֍ᶘ᳇ḌḖ᳴ᷛḆḖᶞߑңᶗ҄ᶅᶼᶻᵼᲢ᷸᷍

᷿Ḏ᷊᷸᷍Ḗࣺᷜḏ᷇ḇᶞḀᷛᷚḊḖ᷊ᷤḖᷛᶛतᶉᶻᷜ᷇ᷦᷤᶟʛେᶗᵲᶻᲣ 

᷊᷸ᷪ᷆Ḗࣺᷜḏ᷇ḇᵼᷜ᷇ᷦᷤᶇᶏ߈ᲢḏঘᶛᲢ᷊᷸ᷪ᷆Ḗࣺᷜḏ᷇ḇᵼৎᶑ

ᶛ߱ᶇᵴ᷊᷸᷍Ḗࣺᷜḏ᷇ḇᶘḁᷦᷤ᷅ᷦࢦлᶇᶏుృᶗᶇᶏᶃᶘᵼᲢᷖḂᷦᷚḊᷭ

ᶛۑᶗᵽᶻᶸᵶᶛೀΠᶛᶉᶻᶃᶘᲣ 

 

ᴺᲢᷫḌᷦ 

᷿Ḏ᷂డڿᶇᶖᵴᶻ᷂ᷫ܊ࢠḌᷦᶉᶻᶃᶘᶟ҄ᶅᶼ

ᶻᲣᶏᶐᶇᲢᷫḌᷦ֍ᶟৎᶑᶛḁ᷂ᷦᷤ᷅ᷦೀΠᶛ

ᶇᶚᶁᶼᶠᶚᶹᶚᵴᲣ 

᷿Ḏ᷂ڿᶓᶖᵴᶻ܊ࢠᶛᷫḌᷦᵼڇίᶁᶹᶼᶻೌ߈

ᶟہᶞᶘᵺᶺᲣ 

ᴴᷬḍ᷹ḎᵼךᶿᶼᶖᵴᶻۀᲢᶮᶏᶟᷬḍ᷹Ḏᵼܨ   

ᶿᶓᶏۀ 

ᴵᷴᷜᵼӡঘᶛᵲᶻІᶛʔᶗᵽᶻ҅ൡᶗᲢ᷂ᷴᷜ 

 ᶅᶋᶻᶃᶘᵼᶗᵽᶻࡆІᶛᷫḌ᷂ᷦݔᶁᶏܕ

 ۀ

ᴶʔᵼതʏᶛךᵸᶻ҅ൡᶛᵲᶻۀۋ௰ᶞḁ᷒   

ḁḖᶘ᷿ḎḁḖᶞ҅ൡᶞɺᲧ2᳁3ᵣ 

ᷫḌᷦ֍ᶘᶟᲢᷫḌᷦᶅᶼᶏ܊ࢠᵻᶹ᷿Ḏᵼਦͽᶅᶼᶏᶅᶠᵻᶼᶏۀਮ᷂ᵴᵶᲣᶍ

ᶞۀᶟᲢৎᶑᶛḁᷦᷤ᷅ᷦР᷂ݞಠᶏᶉᶸᵶᶛḏᶇᶚᶁᶼᶠᶚᶹᶚᵴᲣ 

ᶉᶚᶿᶑᲢḁᷦᷤ᷅ᷦᶞᴶᶔᶞ՞ࣻᶛᶸᶺᲢḁ᷂ᷦᷤ᷅ᷦೀΠᶛᶇᶚᶁᶼᶠᶚᶹᶚᵴᲣ 

 

≙≑ᢌӒⅻⅱ→ 
ᴴЪᶛᶔᵴᶖ 

ᴴͧᶞЪᶟ᳕ԣ᳖ᶗᶉᲣ߭܇ᶟᲢTOࡢᶞࢦᶛൺᷤḃᶞ᷂ᷖᷤܶᶱᲢᷖḂᷦᷚḊᷭ

ᵻᶹᶞೀ֍ᶛᲢΌᷖᷤᶛतᶇᲢԣᴴͧᶗᵲᶻᶃᶘ᷂ೀΠᶛਯᵸᶻᲣᶃᶞІᲢ

߭ᶟᷖᷫમᶞ᷂܊ࢠ૮ɦᶇᲢᶉᶀᶛᷕḃᵼتͽᶗᵽᶻᶸᵶᶛᶍᶞ߈ᶛनЯᶅᶋᶻᲣᷖ

ᷤᵻᶹ܊ࢠᶛೀᵼஒവᶚ߈ᲢTOࢦࡢᶛᷖᷫ߁ᶞᴸࠇᶞ᷂ܶ܊ࢠᶱᲢೀ᷂ךᶿᶋᶏ

֍Ტंᶴᵻᶛᷕḃ᷂تͽᶅᶋᶻᲣ 

ᴵͧᶞʂץᶞЪᶟ᳕ḁḖᷧḁḖ᷽ᷭḎ᳖ᷩ᷆ᶘᶚᶺᶮᶉᲣ߭܇ᶟ TOࡢᶞࢦᶛൺᷤḃ

ᶞ᷂ᷖᷤܶᶱᲢᷖḂᷦᷚḊᷭᵻᶹᶞೀ֍ᶛᲢΌᷖᷤᶛतᶇᲢḁḖᷧḁḖ᷽ᷭḎᷩ

ḃᶛᴴ౾ᶞ᷸ḍᷜḐᵼഝᵸᶹᶼᲢᶍᶞᷤḃᶞᷜᷖ᷅Ḍ᷹ᷝᷩᷤ܊ᶉᶻᲣ᷂࣠᷆

ḎᶞେतࣺᶞᷞḖᷢḌ᷇Ḗᶞ˺߁ᵻᶹᶞᷜḐ᷇ḖᶗتͽᶉᶻᲣᴅᴵᴳᴵᴳੇᵻᶹ 

ᴵ᷎ᷩ᷒ᷮḎ᷸᷄Ḏᶛᶔᵴᶖ 

ᶅᶼᶖᵴᶚࢧᶞḏᶛᶔᵴᶖᶞͲ܊ࢠࢧᶟᲢͲۀᶇᶖᵿᶼᶚᵴښᵻᶁᶇᶖࡔЪᶗߡ̟

ᶁᶼᶠЪ᷂߁ᶂᶮᶉᲣᶍᶃᶗᶟᷖḂᷦᷚḊᷭᵻᶹښᶉᶻᶸᵶᶛࣹᶉᶞᶗᲢᶍᶼᶗᶲښ

ᶇᶖᵿᶼᶚᵴۀᶟᲢᷕḃᶞ˕˚ᶞౚᶂᶛᶚᶓᶖᵴᶮᶉᶞᶗᲢ᷎ᷩ᷒ᷮḎ᷸᷄Ḏ᷂߭܇ᵼ

ᶇᶮᶉᲣᶮᶏᲢᷖḂᷦᷚḊᷭᶛतᶇᶖᲢը੧ᵼᵲᶻ߈ᶲ᷎ᷩ᷒ᷮḎ᷸᷄Ḏ᷂߭܇ᵼ

ᶇᶮᶉᲣ 

 



≚≑ӱ౾ՑÿŅ�Ťüвģâ÷ÕðñÞðÕäù 
���ķţŇĻūŎ߈ÿĹĨŷ੧ÝÓô÷ē6ೀΠü7ùÕ×ըÝ÷ĀďĚûÕ܊Ý6Ţ

ŷň�ŢŷŋħřīŷĽģè÷ÕûÕ7ùॹêĜ߈ÝÓĜ*ढÿ֦ÞĕšļĻūŏŷĴÿ

 �+ģÛКÕèďêښ

�ĮřŠ�ůŋħřīŷĽüÛÕ÷�Š�ůùŢ�ĳŢŷÿʄঈģΠèۋ�௰ÿšļĻūŷģ

Π৺êĜðĒÿ߰ܓěĀĒĚĝĜÝ�šļĻūŷģկ৺*ÜûÕ+è÷ÿ߰ܓěĀ6ߋ

ü7ùÕ×ըüେêĜ� 

�ĮřīŷĽÝೀĚÜûĦĨŁŰ�ĻūŷÿۀĀۋ�௰ÿŋħřīŷĽģދèøēࣾÙ÷Õĝā
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令和４年度（2022年度） チーム及び個人登録手続きについて 

令和 4年（2022年）4月 17日 
U12部会 総務 藤本 

 
今年度も、日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）の「Team JBA」システムに沿って登録作業を行っていただ
くことになります。どうぞ、よろしくお願いいたします。 
つきましては、以下の登録手続きが必要になりますので、手順を確認していただき、登録作業をお願いします。

詳細は、ＪＢＡのＨＰ（ https://team-jba.jp/ ）上に掲載されているマニュアルを参照されてください。 
※今回、システムが変更されておりますので、始めにパスワードの再設定が必要となります。 

 
１ ＪＢＡ（日本バスケットボール協会）へのチーム登録および個人登録 

２ 熊本県バスケットボール協会へのチーム登録および個人登録 

３ 各郡市協会への登録（各郡市の規定に沿って登録すること） 
 
上記全ての登録を期限内に済ませることで、県協会が主催する大会「熊日学童オリンピック・県大会（郡市予

選を含む）・火の国旗選抜大会」への参加が認められます。余裕をもった早め（締め切り５／３１）の申請をお願

いします。 
 【登録完了日は令和４年５月３１日 ただし、チームの追加登録は９月３０日】 
※その後の個人の追加登録はできるが、登録完了後 2ヶ月間は県協会が関係する大会等の参加はできない。 
（移籍の場合も同様）⇒登録完了とは、移籍申請書が承認され、システムでの移籍が承認された日 

 
１・２ ＪＢＡ（日本バスケットボール協会）へのチーム・個人登録 

および熊本県バスケットボール協会登録について 

 
 インターネットで日本バスケットボール協会のサイト Team JBA URL：https://team-jba.jp 
へ行き、指示に従って登録を進めてください。（新しくなっています。） 

ＪＢＡサイト内にあるマニュアルを参照されるとスムーズに進めることができます。 

   ※別チームから移籍等で追加登録する場合は、選手の【ＩＤ、カナ氏名】を入力し、該当者を検索後、情

報等を更新された上で、追加登録処理を行ってください。 

選手の新規登録（ＩＤをまだ持っていない選手）の場合は、必要な情報等（氏名・身長・学校名など）

を入力して、登録を行ってください。 

   ※登録承認後は、手順に沿って「支払い」を行います。手続きから、支払い完了までの期限が設定されて

いますので、期限を過ぎないよう、コンビニエンスストア等で請求額を納めるようにお願いします。 

 

登録時に必要なもの    
 ○インターネットに接続可能なＰＣ（タブレットなど） 
 ○チーム責任者のメンバーID（パスワード） 
 ○コーチ・審判（必ず１名以上の登録が必要） 
 ○登録料 
 
 
 
 
 
 
   この金額は、前述の１・２の登録に関するものです。インターネット上で登録を済ませることで、ＪＢＡ

から届く請求金額を示しております。 
１０歳未満の選手の個人登録費は、県協会に納める４００円のみとなっています。 

   
 
３ 各郡市協会への登録について      問い合わせ先：各郡市協会担当者 

 各郡市協会によって違いますので、各郡市の支部理事から詳細はお聞きください。 

・日本バスケットボール協会チーム登録   １チーム   ２０００円 
・日本バスケットボール協会個人登録 

（１０歳以上）１人    ８００円 
・県バスケットボール協会チーム登録    １チーム   １０００円 
・県バスケットボール協会個人登録 １人 ４００円 

                 計 ３，０００円＋人数×１２００円 

別途、１回につき、 

振込手数料２７３

円（税込）がかかり

ます。 



Ｒ４熊本市ミニバスケットボール夏季大会要項 

１．主催 熊本市ミニバスケットボール協会 
２．日時 令和４年６月１８日（土）１９日（日）３チームのリーグ戦または４チームのトーナメント戦 
         ６月２５日（土）順位別リーグ（初日の勝ち上がりチームのみ） 

 
３．会場 熊本市内の小学校 
４．参加人員および資格  
・ コーチ１人、マネージャー１人、アシスタントコーチ２人、選手８人以上１５人以内 チームは、熊本県
ミニバスケットボール協会 U１２部会に加盟・登録、及び日本バスケットボール協会にチーム登録されたチ
ームかつコーチライセンス取得者が１名以上いるチームであること。選手は平成２２年４月２日以降誕生の
者で、日本ミニバスケットボール協会に個人登録されたものとする。 
・ JBA公認コーチライセンスを保持する指導者が１名以上、及び JBA公認審判員が１名以上いるチーム 

５．要項 
①大会初日は３チームのリーグ戦または４チームのトーナメント戦をおこなう。 
（初日のリーグ戦の上位２チーム、トーナメント戦の上位３チームが二日目に勝ち上がる。交流戦は行わない。） 
（男子６チーム、女子８チームを協会長旗大会のシードとする。） 

②大会二日目は男子を３ブロック、女子を４ブロックに分け、リンク戦を行う。 
③競技規則は、日本ミニバスケットボール競技規則に準ずる。ゾーンディフェンスは禁止。なお、試合球に関し
ては、日本バスケットボール公認球（５号合成皮ボール）を持ち寄りで使用する。 

 ただし、下記の特別ルールを用いる。 
・競技時間は５－５－（５）－５－５分とし、笛の合図で時計を止める。 
・延長時間は、３分とし、第４クォーターの競技方法で行う。再延長は再度３分間の延長を繰り返して行い、
必ず勝敗を決定する。 
・タイムアウト、出場と交代に関しては、ＪＢＡの定める新規則に準じる。２４秒（１４秒）ルールを適用する。 
・リーグ戦、またはリンク戦の代表決定について（直接対決の勝敗を優先する。） 
（１）当該チームが２チームの場合 
２クォーターの決定戦を行う。ただし、個人ファールを２個している状態から始める。 

（２）当該チームが３チームの場合 
 ５人のフリースローによる決定戦を行う。なお、フリースローが同数決まった場合にはサドンデスとする。 
 ８人目以降は、１人目に戻ってもよい。 
④ベンチには、監督１、コーチ１、アシスタントコーチ１、マネージャー１、選手１５名だけとし、ベンチに登
録していない者（保護者等）は入らないようにする。 

⑤各チームは会場美化に努める。（土足の厳禁、食べ物の後始末、トイレの使い方など） 
⑥チーム指導者は、選手及び保護者のマナーについては責任をもって指導する。 
（「ミニバス５つの心得」の徹底） 

⑦新型コロナウイルスにおける感染防止については、熊本市バスケットボール協会Ｕ１２部会の定める大会ガイドライン
に準ずる。 

⑧本大会は、火の国旗選抜大会（未定）の熊本市代表の選考会を兼ねる。 
 
６．その他 
①表彰     各ブロックの優勝、準優勝チームには賞状を授与する。 
②参加費    １チーム５０００円を参加費とする。 
③メンバー表及び参加費 
       申込書 《６月７日（火）までに、Excelデータで以下のアドレスに送付すること》 
            ※ファイル名に、必ずチーム名を入れて提出すること（例）「夏季大会申込書（月出

男子）」》【送付先】sakamoto.shinichi@kumamoto-kmm.ed.jp 
       夏季大会参加費（５０００円）６月１１日（土）１０：００～１１：００ 
                           白川小体育館（担当 松嶋） 
④夏季大会 組み合わせ抽選会など 
 大会初日 ：令和４年６月１１日（土）１８時～ 場所未定 （抽選は熊本市常任委員による代表抽選） 
大会二日目：令和４年６月１９日（日）１８時～ 場所未定 （抽選は熊本市常任委員による代表抽選） 



　U12部会関係者の皆様 　　　　

　※必要な情報等はメールにて連絡しますので、必ず早めに
　　登録していただきますよう、お願いいたします。

　　＜留意事項＞
　　　①登録された個人情報は、配信以外に使用することはありません。
　　　②受信には通常のメール受信料がかかります。
　　　③メールアドレスを変更された場合は、再度空メールを送り再登録してください。
　　　④登録はU１２部会関係者の方に限らせて頂きます。
　　　⑤メールシステムの利用料は、下記２社の協賛により無料ですが2ヶ月に1～2度、協賛頂いている旨の
　　　　お知らせメールを配信します。協賛事業所に個人情報が開示されることはありません。

『熊本ミニバス安心メール』について

下記＜留意事項＞をよく確認されて、ご登録をお願いいたします。

令和4年4月17日

緊急連絡などのメール配信

熊本県バスケットボール協会
U１２部会長　　荒木吉房

　●大型ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ゆめタウンはません  ●あすを読む 熊本日日新聞社

　春風の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。さて、熊本県バスケッ
トボール協会U12部会では、一斉メール配信システム「熊本ミニバス安心メール」を導入しております。
大変お手数をおかけいたしますが、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします.

「熊本ミニバス安心メール」を支えていただく協賛事業所

（昨年度の登録者の方は、必要ありません。）　

新着メ ール
１ 件

配信される
内容の一例

本日の〇〇の試合は台風の為中止としま

す。今後の対応については、決定次第、

ホームページにてお知らせします。

部会からの緊急連絡

県大会最終日の結果をホームページに

アップしました。ご確認をお願いします。

部会からのお知らせ

○月×日（月）は、常任理事会です。

お忙しいところを恐れ入りますが、参

加をお願いします。

今回の議事は、△△△の事項を中

心に会議を行います。

常任理事会の案内

１０月○○日からの秋季大会監督会

議を９月△△日（△）１９時より□□□

会議室で行います。

申し込み用紙２枚と、参加費を忘れな

いように持参してください。

※各支部のみの連絡もできます。

各支部の代表者からの連絡となります。

支部からの連絡

保 存 版

指導者へのお知らせ

○月×日（土）は学童オリンピック大会

の組み合わせ抽選会を下記の通り開催

します。必ず各チーム１名の参加をお願

いします。

～記～ 場所：益城町総合体育館第一

新規の方は、 ４月３０日までに必ず登録をお願いします！



ドメイン指定受信設定の方法はこちら お客様サポート電話番号(フリー)

http://tmix.co.jp/mobile/domain/

※ ＵＲＬ付メールも受信許可に、auの場合「なりすまし規制」を「中」以下に設定してください。
    

安心メールのしくみ 安心メール協賛事業所ご紹介

http://tmix.co.jp/kyousan/ または、「学校安心メール」をYouTubeで検索。

熊本ミニバス安心メール に協力いただく協賛事業所募集中！

●テクノミックス(http://www.tmix.co.jp/)●

※返信がない場合は携帯の指定受信設定を

お願いします。 下記 を参照お願いします。
※ＵＲＬ付メールを拒否していると返信が来ない場合があります。

詳しくは携帯電話ショップにてお問合せください。

熊本ミニバス（U12）安心メール
登録のしかた

*は必須項目です

ご登録メールアドレス

xxxxxxx@docomo.ne.jp

■登録者名※必須 *

■登録者所属 *

○指導者
○保護者等

■所属(複数選択可)
□荒尾
□玉名

□山鹿

：

■チーム名

登録フォームが返信されます
ここ(URL)をクリックしてください

１

２

ケータイから、

min@gw.ansin-anzen.jp
に空メールを送信します。
※空メールとは・・・

件名、本文を入れずに送信するメールのことです。
※スマートフォンでの空ﾒｰﾙ送信は件名に任意の

１文字（「あ」等）を入力してください。

QRコード

「本登録画面へ」ボタンをクリックし、出てきた画面（左図参照）
の登録項目を入力し最後に「登録」ボタンを押して下さい。

「熊本ミニバス安心メール」へのご

登録ありがとうございます。

本メールでは熊本県バスケットボー

ル協会U１２部会の連絡事項等を配信

いたします。また、本メールは、予

算の関係上、☆ゆめタウン、☆熊本

日日新聞社と、今後決定する地域企

業の協賛により運営いたします。

・・・・

≪登録画面表示サンプル≫

http://gw.ansin-

入力内容確認 キャンセ

このボタンを押し、内容を確認後、再度登録ボタンを押してください。

空メールを送っても返信が届かない方へ！

≪携帯ショップスタッフの方へ、下記の設定をお願いします。≫
① ドメイン（anzen.jp）指定受信の設定をお願いします。 （メールアドレス指定ではありません。）

② ＵＲＬ付メール受信許可の設定をお願いします。

③ auの場合「なりすまし規制」を「中」以下に設定して下さい。
④「空メール送信」 → web接続 → 「会員登録ページ」の表示と会員登録 までの確認をお願いします。

設定方法がお分かりにならない場合は、この用紙をお持ちになり携帯電話各ショップに、設定をお願いしてください。

上記以外でのお問い合わせは、メールで（qa@tmix.co.jp）へ、
tmix.co.jp のドメインからメールを受信できるよう設定し、

①熊本県バスケットボール協会U１２部会②お名前③電話番号④お問い合わせ内容を記入の上、（株）テクノミックスまでお問い合わせ下さい。

「空メール送信後、返信が来ない」等の理由で、空メールを2回以上
送信された方へ！
空メールの送信後返信されてきた画面の下部に「登録内容確認＆変更」「配信再開」と
表示される場合があります、その場合必ず 「配信再開」 ボタンを押して下さい。
この作業を行わないとメールは配信されません。

≪登録フォーム表示サンプル≫

安心メール協賛事業所募集中！

※登録状況が把握できるよう、実名での登録をお願します。
※お名前等の本登録がない場合はメールが配信されませんので、

必ずお名前等の入力をお願いします。

◆ docomo（0120-800-000）
◆ au（0077-7-111）
◆ SoftBank（0800-919-0157）



1

2

3

4

年 月 日 ～ 月 日

支部理事の許可を得る

U12部会の承認を得る
　※申請書提出後、3日以内に返信等がない場合は、再度連絡ください

申請の流れ

申請書をU12部会　坂田へ送る　※交流7日前までに送る

支部名

県外との交流後、7日間は他チームとの交流は行わない

１　支部理事の許可

支部理事の許可 あり　　　　なし
支部理事名

※感染対策につての相談窓口は、U12部会感染防止対策担当の坂田まで

メール （申請書等　提出先）kumamoto_u12@yahoo.co.jp
担当者 U12感染対策委員　坂田

４　大会名（練習試合名）

期間

申請先

大会名 会場名

あり　　　　なし感染対策

チーム名 県名

指導者名 携帯電話

３　県外交流チーム

熊本県U１２部会　県外チームとの交流「申請書」　

　県外チームとの交流を行う際、支部理事の許可を得て、U12部会へ申請書を提出してください。
　県外チームとの交流（合同練習、練習試合等）を行う際は、特に感染防止について細心の注意を払ってくだ
さい。また、県外との交流後、7日間は、他チームとの交流は行うことはできません。

２　自チームデータ

指導者名

メールアドレス携帯番号

チーム名



U12カテゴリー「指導行動の指針」 

U12カテゴリーから「暴言・暴力」を根絶し、子どもたちが「楽しく」プレーで
きる環境をつくるため、指導者の皆さんには「指導行動の指針」として、つぎの
ことを意識して、指導に当たっていただきたいと思います。 

JBA U12カテゴリー部会 

＜やってほしいこと＞ 

・怒る 
・怒鳴りつける 
・指示ばかりする 
・威圧する 
・判断させない 
・支配する 

・はげます 
・元気づける 
・委ねる 
・引きだす・導く 
・判断させる 
・主体性を育てる 

＜やってほしくないこと＞ 

みなさんの指導は 
どうですか？ 
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すべてのプレイヤー・指導者・保護者・観客に贈る

みんなで《Good
よりよい

Minibas
ミ ニ バ ス

》をつくりましょう！

この心得は、子ども達が一層ミニバスケットボールを楽しむために、プレイヤー、

指導者、保護者、観客が一体となって環境を整えるルールです。それぞれの立場か

ら、魅力あるミニバスケットボールの環境づくりへのご協力をお願いします。

         のための５つの心得

いつも全力を尽くそう

あなた自身のため、そしてチームのために、

いつも全力でプレイしよう。

ルールや判定にしたがおう

まずルールを正しく覚え、

審判の判定にしたがってプレイしよう。

試合に関係する全ての人に感謝をしよう

相手チーム、審判、ＴＯ、家族に感謝の気持ちを持ちま

しょう。これらの人なくして試合はできません。

よいマナーを心がけよう

当たり前のことを自然に行えるようになろう。

例えば、会場で自分のゴミを持ち帰るのもその一つです。

学習活動も一生懸命やろう

あなたはまだ小学生です。

学習もスポーツと同じくらい一生懸命やろう。

自分でチェック

しよう！
         のための５つの心得

敗戦はあなたの責任です

敗戦をプレイヤーや審判のせいにすることなく、冷静に課題をみつ

けましょう。向上心を忘れず謙虚な気持ちで指導にあたりましょう。

体罰、言葉の暴力は厳禁です

全指導者で、体罰・暴言を根絶しましょう。指導者同士で注意し合える

関係づくりに努めましょう。

子どもの将来を考えた指導に心がけましょう

小学生の時期は、頭も体もおおいに成長します。技術に加え、適切な判

断力や行動力、マナーを指導しましょう。

選手をたくさん褒めましょう

プレイヤーは不安や緊張の中でプレイしています。結果ばかりに注目す

るのではなく、何かにトライしたことを褒めてあげましょう。

審判のレベルアップに貢献しましょう

Good Minibas には審判の育成が不可欠です。指導者がルールをよく学

習し、審判活動にも進んで取り組みましょう。

常に自己評価を

忘れずに！

         のための５つの心得

よいマナーのお手本を示しましょう

保護者のみなさんの日頃のふるまいや応援中の言動が子ども達

のマナーや礼儀に影響します。進んでよいお手本を示しましょう。

子どもたちを励ましてあげましょう

お子さんが自分の興味を膨らませ、ワクワクしながらミニ

バスに参加できるように、たくさん励ましてあげましょう。

努力の大切さを教えてあげましょう

努力を続けることが、将来的な子ども達の成長につながります。目先の

勝利にこだわることは成功の近道ではないことを教えてあげましょう。

批判は禁物、思いやりが大切です

お子さんやその仲間達、指導者への批判は、お子さんの成長をさまたげ

ます。思いやりの心をもって、努力や挑戦を認めてあげましょう。

周囲を敬い、助け合いましょう

チームは子どもを預けるところではなく、ともに子ども達を育てるとこ

ろです。指導者や保護者会の方々と協力し合いましょう。

         のための５つの心得

ミニバスを存分に楽しみましょう

スポーツは楽しむためのものです。周囲の方々と一緒

になって会場を盛り上げましょう。

子どもたちのがんばりを応援しましょう

子ども達が、あきらめそうになったり、くじけそうになったりした時こ

そ応援しましょう。プレイヤーは、たくさんの応援で輝きます。

全てのプレイヤーのよいプレイに拍手を

自チーム相手チームに関係なく、プレイヤーのがんばりには惜しみない拍手

をおくりましょう。会場の拍手が、プレイヤーのエネルギーになります。

会場のマナーを守りましょう

試合会場は、他の団体を含めたくさんの方が使用します。持ち物やゴミの管

理に気をつけましょう。応援のみなさんもミニバスの関係者の一人です。

家族やお友だちをたくさん誘いましょう

ミニバスがいっそう盛り上がるように、たくさんの人を誘ってください。

一人一人の声かけが、大きなつながりを生みます。

子ども達のため

に確かめよう！

応援のマナーを

振り返ろう！
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