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５．参加チーム

　京都スポーツ少年団チーム

６．競技規則

８．競技時間

９．その他

【コロナ対策について】

９日   男子12   京ミニ・桃山深草・下京Jr・西ノ京・修学院・長岡京・木津・園部・亀岡・日吉
　　　　 　　　　　　川辺・舞鶴ロケッツ
         女子7  　 京ミニ・鳳徳・下京Jr・長岡京・詳徳・舞鶴ロケッツ・Bフレンズ

第３９回京都ミニバスケットボールスポーツ少年団選手権大会要項

１．主　催      京都府スポーツ少年団・京都市スポーツ少年団

２．主　管      京都ミニバスケットボールスポーツ少年団連盟

３．期　日      令和３年８月８日（日），８月９日（月祝）

４．会　場      京都市体育館・京都市市民スポーツ会館（西京極）

・本大会規則はミニバスケットボール競技規則に準拠する。
  １０人未満のチームに限り，８名の出場でも試合は成立する。
　　　但し，１人が１Ｑ～３Ｑを続けて出場することはできない。
　ショットクロック　２４秒ルール採用。
　１～４Ｑ全て笛が鳴ったら時計が止まる。４Ｑは笛が鳴った時に，自由に選手交代することができる。
・マンツーマン規則推進に則るが，マンツーマンコミッショナーは配置しない。
・男女混合チームは，男子チームとする。
・勝敗が同率の場合は，ゴールアベレージで順位を決める。

・６分クオーター　　（６－１－６－３－６－１－６）

・３チームのゾーンは，延長を行わない。 4チームトーナメントのゾーンのみ，延長を行う。（詳細は大会当日
にお伝えします。）

・選手,スタッフは２週間健康チェックシートに必要事項を記入，チーム代表者に提出する。チーム代表者は当
日参加できるかを確認（発熱や息苦しさ,味覚異常がないかなど）後，チーム代表者がチェックシートは，１か
月保管する。その後各個人に返却してください。

・選手及びチーム関係者（送迎も含む）の当日の体温等を健康チェックに記入し，本部に提出してください。
少年団連盟が責任をもって１か月間保管し,その後破棄します。

・大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は，少年団連盟に対して速やかに報
告してください。

８日　男子12　 紫野・御所南・梅津北・Kスタイル・山科・鳳徳・八木・詳徳（SHINO）・丹波・Nパワーズ
　　　　　　　　　　福知山・Bフレンズ
         女子6　   西ノ京・修学院・梅津北・亀岡・日新・園部

・チーム関係者はマスク（名前を書く）を持参し，試合でプレーしている選手，審判以外は着用してください。

・試合前にチームで　手指及びベンチの消毒をしてください。

・入館時に　大会役員が選手・スタッフの検温及び手指消毒を行います。

http://www.eonet.ne.jp/~ina/


【集合・受付について】

【駐車場について】
・会場へはできるだけ公共交通機関で来てください。自家用車で来られる場合は，乗り合わせ，台数を少なく
してください。役員・審判・指導者用として各日 各団（男女共で）１台 天神川通下ルの西京極運動公園駐車
場が利用できます。(入庫時間7:40～8:00)　入庫ゲート前に少年団役員がいます。遅れる場合は，西村まで
連絡してください。役員駐車場が満車の場合，一般のコインパーキングに駐車して下さい。その場合本部席
にその由を本部に届けて下さい。尚，選手の送迎用としては入場できません。

・入館前に入り口前で密になって入館を待つことがないようにしてください。

・入館後　選手コーチ等は,観客席には行かずに１階フロア又はサブコートへ行き，シューズを履き替え荷物
をフロアの隅にチームごとにまとめて置いてください。

・保護者,観覧者は入館後２階観客席に上がってください。チームへの観客席の指定はしませんが,密の状態
にならないように座ってください。

・京都市体育館の体育館駐車場は有料です。（最大２０００円です。）
　その他，周辺地域には多数コインパーキングがあります。

【組合わせ・試合について】

・指導者は 各日共 ８：００ に入館してください。

・試合前後のミーティングにおいても三つの密を避けるようにしてください。

・受付は本部席で行います。会場に到着されたチームの代表者は，フロア中央の本部席で受付をしてくださ
い。

・選手はあらかじめユニホームに着替えてから入館してください。

・役員の打ち合わせ　８：０５～　１階フロア本部席前

・大声での会話,応援等をしないようにしてください。

【審判及びオフィシャルについて】

・審判及びオフィシャルは割り当てていますが，事情により当日変更する場合があります。ご了承ください。
　　( オフィシャル　　割り当て以外は　原則 勝ちオフィシャル)

・ユニホームを着替えるとき（淡→濃　　濃→淡）だけ　更衣室を使うことができます。チームごとに入室して着
替えますが，多人数が一度に入って着替えることがないようにしてください。チームで指示してください。
　　　　　　（女子＝本部席側　　男子＝本部席の反対側）

・オフシャル席,機器等はTOに当たっているチームが試合前に消毒してください。

・アップやトイレ使用の後などチームでもこまめな手洗い，アルコール等による手指消毒を心がけてください。

・サブコートの試合観覧，応援については　大会役員の指示に従ってください。

・選手並びに保護者は８：１５分より入館することができます。
  午後から参加するチームは，１２時以降に入館してください。

・本大会の組み合わせは，本連盟で決めさせていただきました。試合の中には，力の差が大きい場合もある
かとは思いますが，ご理解ください。

・参加日には,必ず終日１名の審判を派遣してください。男女が同一日に参加の場合は２名。

・試合中　審判はマスク着用・ホイッスルカバーやマスク着用・電子ホイッスルで審判をするなど　感染対策を
行ってください。

・ベンチは対戦コート表の左チームがオフィシャルに向かって右側とし，ユニホームは淡色とする。

・各チーム チーム受付時に，スコアシートに貼るメンバーシート(京都府バスケットボール協会 U１２部会ダウ
ンロードのページ）2枚を本部席に持ってきてください。（日本ミニ連公式新スコアシートＡ４版に貼り付けま
す。）



連絡先

・指導者の昼食は各チームで用意してください。

・開閉会式は行いません。ゾーン優勝チームには賞状をお渡しします。

・表彰がないチームは，試合・審判・ＴＯが終了後帰っていただいて結構です。

　京都ミニバスケットボール少年団連盟　副理事長 西 村 和 穂 まで

・観覧席での飲食は禁止です。観覧席裏側の通路または屋外で,なるべく距離をとって対面を避けて食事して
ください。サブコートへ向かう通路も食事は不可です。

・館内のコンセントは使用禁止です。

・ゴミは必ずお持ち帰りください。体育館のゴミ箱には絶対に捨てないでください。

・各日　午後５時には体育館を完全撤収しなければならないため，試合の進み具合により，試合開始時刻並
びに試合時間を変更する場合があります。

・大会当日，京都市に暴風警報が出た場合，大会は中止します。大会を中止する場合，前日の正午頃に
ホームページでお知らせします。

・ボールを使ったアップは，試合前のコートまたは屋外でしかできません。

【その他大会・会場使用について】

・大会中の事故等について，主催者側はその責任は負えません。試合中の選手のけがについては，救急用
具の準備はしていますが，対応については各チームでお願いします。館内での置き引き等についても十分ご
注意ください。万が一発生しましても，連盟及び体育館では責任を負いかねます。



第３９回京都ミニバスケットボール少年団連盟　選手権大会　　８月８日

2　　詳徳（SHINO）

順位

1　　鳳徳

3　　福知山

1 2 3 勝 負 分

勝

1　　紫野

1 2 3

3　　Bフレンズ

順位1 2 3 勝 負 分

3　　八木

2　　Kスタイル

1　　山科

2　　梅津北

2　　丹波

男子　　Aブロック（午前の部）

男子　　Bブロック（午前の部）

順位

男子　　Cブロック（午後の部）

2 3 勝 負

分負

順位

1　　御所南

1 分

女子　　Aブロック（午前の部）

男子　　Dブロック（午後の部）

3　　Nパワーズ

1 2 3 勝 負 分 順位

1　　西ノ京

2　　園部

3　　亀岡

女子　　Bブロック（午後の部）
1 2 3 勝 負 分 順位

1　　修学院

2　　梅津北

3　　日新



1Q 2Q

3Q 4Q

1Q 2Q

3Q 4Q

1Q 2Q

3Q 4Q

1Q 2Q

3Q 4Q

1Q 2Q

3Q 4Q

1Q 2Q

3Q 4Q

役員入館８：００～　 役員打ち合わせ８：０５～　 選手入館８：１５～　 × 男子 ＊ 女子

西ノ京 ＊ 園部×9:00 御所南 × 梅津北

総得点

1 紫野 Kスタイル

八木

Ａコート Ｂコート Ｃコート

修学院審判 八木 山科 Bフレンズ 鳳徳 亀岡

西ノ京 ＊ 亀岡

得点

ＴＯ 八木 Bフレンズ 亀岡

2 10:15

総得点

御所南 × Bフレンズ紫野 ×

審判 Kスタイル Nパワーズ 梅津北 福知山 園部 日新

得点

ＴＯ Kスタイル 梅津北 園部

3 11:30 Kスタイル × 八木 梅津北 × Bフレンズ 園部 ＊ 亀岡

得点

総得点

審判 紫野 丹波 御所南 詳徳 西ノ京 梅津北女子

ＴＯ 紫野 御所南 西ノ京

4 12:45 山科 × 丹波 鳳徳 × 詳徳 修学院 ＊ 梅津北

得点

総得点

審判 Nパワーズ 八木 福知山 Bフレンズ 日新 亀岡

ＴＯ Nパワーズ 福知山 日新

5 14:00 山科 × Nパワーズ 鳳徳 × 福知山 修学院 ＊ 日新

得点

総得点

審判 丹波 Kスタイル 詳徳 梅津北男子 梅津北女子 園部

ＴＯ 丹波 詳徳 梅津北

6 15:15 丹波 × Nパワーズ 詳徳 ＊ 日新

得点

総得点

山科 紫野 鳳徳 御所南 修学院

× 福知山 梅津北

西ノ京

ＴＯ 山科 鳳徳 修学院

審判



順位

女子　　Cブロック（午前の部）

1 2

第３９回京都ミニバスケットボール少年団連盟　選手権大会　　８月９日

3　　舞鶴ロケッツ

2　　川辺

1　　桃山深草

男子　　Hブロック（午後の部）
1 2 3 勝 負 分 順位

3　　長岡京

2　　下京Jr

順位

1　　京ミニ

男子　　Gブロック（午後の部）
1 2 3 勝 負 分

3　　園部

2　　木津

負 分 順位

1　　西ノ京

男子　　Fブロック（午前の部）
1 2 3 勝

2　　亀岡

負 分 順位

1　　修学院

3　　日吉

男子　　Eブロック（午前の部）
1 2 3 勝

3 4

女子　　Dブロック（午前の部）

1    鳳徳

2    下京Jr

3    京ミニ

4    舞鶴ロケッツ

1 2 3 勝 負 分 順位

1　　Bフレンズ

2　　詳徳

3　　長岡京



1Q 2Q

3Q 4Q

1Q 2Q

3Q 4Q

1Q 2Q

3Q 4Q

1Q 2Q

3Q 4Q

1Q 2Q

3Q 4Q

1Q 2Q

3Q 4Q

D1負け D2負け

D3勝ち

D1勝ち D2勝ち

D2勝ち
D1勝ち

＊
D2勝ち

鳳徳 下京Jr女子

D1勝ち
D1負け

＊
D2負け

京ミニ女子

京ミニ ＊ 舞鶴

鳳徳 ＊ 下京Jr

京ミニ女子 舞鶴女子

ＴＯ 京ミニ男子 桃山深草男子

審判 Bフレンズ 修学院 詳徳 西ノ京

得点

総得点

長岡京 川辺 × 舞鶴6 15:15 下京Jr ×

ＴＯ 下京Jr男子 川辺

審判 下京Jr男子 亀岡 園部 日吉

得点

総得点

長岡京 桃山深草 × 舞鶴5 14:00 京ミニ ×

ＴＯ 長岡京男子 舞鶴男子

審判 長岡京男子 木津 舞鶴男子 長岡京女子

得点

総得点

下京Jr 桃山深草 × 川辺4 12:45 京ミニ ×

ＴＯ 修学院 西ノ京 Bフレンズ

審判 修学院 下京Jr男子 西ノ京 川辺 Bフレンズ 京ミニ男子

詳徳 ＊ 長岡京

得点

総得点

日吉 木津 × 園部3 11:30 亀岡 ×

ＴＯ 亀岡 木津 詳徳

審判 亀岡 長岡京男子 木津 舞鶴男子 詳徳 桃山深草男子

Bフレンズ ＊ 長岡京

得点

総得点

日吉 西ノ京 × 園部2 10:15 修学院 ×

ＴＯ 日吉 園部 長岡京女子

審判 日吉 京ミニ男子 園部 川辺 長岡京女子 桃山深草男子

Bフレンズ ＊ 詳徳

得点

総得点

亀岡 西ノ京 × 木津

Ｂコート Ｃコート

役員入館８：００～　 役員打ち合わせ８：０５～　 選手入館８：１５～　 × 男子 ＊ 女子

1 9:00 修学院 ×

Ａコート Dコート



8月8日 8月9日
進　行

挨　拶

大会名　垂れ幕　賞状

チーム受付

ラインテープ準備

スコアシート準備

文具・救急用具・名札

体温計
消毒液・除菌シート

審判割当

記録・新聞社報告

ルール・競技上の注意

会場諸注意

賞状授与

賞状授与　司会進行

大型組み合わせ表

試合球

体育館入館案内
　正面玄関

亀岡
御所南

西ノ京
京ミニ

駐車場係　7:40～8:00
修学院 下京Jr

橋本

塩内（日吉）

西村

中川…駐車券　　受領

稲葉

西村

稲葉　　　　　　賞状記入　北村道

野村(桃山)　吉川（西ノ京）

戎（鳳徳） 塩見（福知山）

中川（八木）  坪野（京ミニ）

下西(川辺) 　北村（園部）　上西（亀岡）
　　　　　　　　　　　　　　　２日間結果→稲葉まで

令和３年度　　第３９回京都ミニバスケットボール少年団選手権大会　役割分担

役　　　割
担　当

橋本（八木）購入
コート設営指示　中川（八木）戎（鳳徳） 全員で準備

西村

稲葉

稲葉

橋本（八木）

野村（桃山深草）吉川（西ノ京） 近藤（長岡京）


