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日　　時 午前の部

午後の部

午前の部

午後の部

午前の部

午後の部

試合時間

フリースロー大会

・待機チーム選手はマスクをして、
　観覧席側のサイドラインに沿って間隔をあけて座る。

・5分-1分-5分-1分-5分-1分-5分　

競技規則

京都堀川ライオンズクラブ

2021年10月25日

　2021年　ライオンズ大会　要項

男子　紫野・K-style・京ミニ

女子　桃山深草・修学院・西ノ京・梅津北

京都市ミニバスケットボール　　　少年団指導者様

11月13日(土)

11月20日(土)

京都ミニバスケットボール少年団連盟/京都市スポーツ少年団

京都市ミニバスケットボール少年団

京都市こども体育館(宝ヶ池)

・3チームブロックは総当たり戦
　勝ち数が同じ場合は総得点/総失点の大なる方を上位とする

男子　修学院・北白川・山科・梅津北

女子　下京jr.・鳳徳・御所南・京ミニ

男子　下京jr.・桃山深草・鳳徳・御所南

・通路も駐車するものとする　（途中退出予定の車は入口北側列へ）

11月21日(日)

・開会式、閉会式は行わない

・全止め 正式ゲーム

開会式・閉会式・表彰式

・日本ミニバスケットボール競技規則に則って行う

試合形式（男子）

・最大40台。該当チームで均等割りをしてください
駐車台数

・4チームブロックはリーグ戦　 　

・1人1投ずつ行い各部6人になるまで続ける

・優勝・準優勝に表彰状を渡せるように用意しますので、
　可能な限り表彰をしてください。



13:30 完全撤収(時間厳守でお願いします)

午前の部

フロアーモップ

京ミニ 紫野 京ミニ K-style 選手

駐車場係 清掃係 ネームプレート

9:30

10:30

11:30 K-style

午前の部

午後の部

役割分担 会場責任者

男子　紫野・K-style・京ミニ

8時40分　駐車場開門、以後入館し準備

試合時間 淡色

紫野

12:30 フリースロー大会

京ミニ 京ミニ

京ミニ

京ミニ

T.O 審判

K-style

午前の部

午前の部

午後の部

2021年ライオンズ大会　　　11月13日(土)組み合わせ

紫野

ＶＳ

ＶＳ

ＶＳ

K-style

紫野 紫野

濃色

K-style

位

位

K-style 紫野 京ミニ

位

K-style

紫野

結果 順位

京ミニ



11月13日待機場所

K-style 紫野



18:00 完全撤収(時間厳守でお願いします)

16:50 御所南 ＶＳ 鳳徳 京ミニ 京ミニ・下京jr.

15:50 下京jr. ＶＳ 京ミニ 鳳徳 御所南・鳳徳

14:50 御所南 ＶＳ 京ミニ 下京jr. 下京jr.・鳳徳

13:30 フリースロー大会

13:50 下京jr. ＶＳ 鳳徳 御所南 御所南・京ミニ

試合時間 淡色 濃色 T.O 審判

12:20 フリースロー大会

13:00 完全撤収(時間厳守でお願いします)

午後の部

11:20 梅津北 ＶＳ 桃山深草 修学院 修学院

10:20 梅津北 ＶＳ 修学院 桃山深草 桃山深草

審判

9:20 桃山深草 ＶＳ 修学院 梅津北 梅津北

午前の部

試合時間 淡色 濃色 T.O

午後の部 京ミニ 御所南 下京jr. 鳳徳 選手

午前の部 桃山深草 梅津北 修学院 桃山深草 選手

13時10分　駐車可能
役割分担 会場責任者 駐車場係 清掃係 ネームプレート フロアーモップ

2021年ライオンズ大会　　　11月20日(土)組み合わせ

午前の部

8時40分　駐車場開門、以後入館し準備
午後の部

女子　桃山深草・修学院・梅津北

女子　下京jr・鳳徳・御所南・京ミニ



11月20日午前待機場所

桃山深草 梅津北

修学院



11月20日午後待機場所

下京jr. 御所南

鳳徳京ミニ



ＶＳ 2負け

1負け 2負け

午後の部

試合時間 淡色 T.O 審判濃色

1勝ち 2勝ち16:00 1負け

13:40 フリースロー大会

14:20 梅津北 山科 北白川

15:10 山科 梅津北 修学院

ＶＳ 修学院

13:20 完全撤収(時間厳守でお願いします)

11:50 1勝ち ＶＳ 2勝ち 1負け 2負け

12:40 フリースロー大会

ＶＳ 北白川

11:00 1負け ＶＳ 2負け 1勝ち 2勝ち

10:10 鳳徳 ＶＳ 御所南 下京jr. 桃山深草

2021年ライオンズ大会　　　11月21日(日)組み合わせ

午前の部

8時40分　駐車場開門、以後入館し準備
午後の部

男子　下京jr.・桃山深草・鳳徳・御所南

男子　修学院・北白川・山科・梅津北

午後の部 梅津北 山科 修学院 北白川 選手

午前の部 桃山深草 鳳徳 御所南 下京jr. 選手

13時30分　駐車可能
役割分担 会場責任者 駐車場係 清掃係 ネームプレート フロアーモップ

審判

9:20 下京jr. ＶＳ 桃山深草 鳳徳 御所南

午前の部

試合時間 淡色 濃色 T.O

完全撤収(時間厳守でお願いします)

1勝ち ＶＳ 2勝ち

18:00

16:50



11月21日午前待機場所

桃山深草 御所南

鳳徳下京.jr



11月21日午後待機場所

山科 梅津北

北白川 修学院



チーム名

公園前の道路は駐車厳禁です

荷物のつみおろし等は駐車場内でしてください。

駐車票

ミニバスケットボールスポーツ少年団



8:30 団責任者が駐車場のカギを貰いに行き、駐車場開錠

8:35 役員・駐車場係り　集合　　　車の誘導・整理をして下さい。

9:10

管理主事の指示で選手・保護者　入場可

解放しておくと他の競技の車が勝手に駐車して混乱がおこります。

京都市ミニバスケットボールスポーツ少年団連盟

駐車場内は最徐行で子供の動きに注意して下さい。

奥の方から順次詰めて駐車して下さい。　４０台ほど駐車予定です

車止めを閉めますので、出来る限りそれ以前に駐車して下さい。

遅れて来た車は鍵が掛かってますので、フロアの本部席までお越し下さい。

鍵を受け取って自分であけて元通りに鍵を掛けて下さい。

注意事項

会場責任者が主事に保護者役員の入館許可を貰い先行入館し会場準備手伝い



マスクは当然ですが、大きな声で会話したりしないでください

待機チーム選手はマスクをして、観覧席側のサイドラインに沿って　間隔をあけて座ってください

待機チーム保護者は、申し訳ないですが体育館の外でお待ちください

※雨天時、待機チーム保護者の動静は管理主事に相談してください

その他不明な点は責任チームの指導者が
管理主事と相談して決めてください

TOをしていたチームがしてください　消毒用具はTO席においておきます

チームベンチや保護者席の消毒は不要です

更衣室の使用は可能ですが、3密を避ける工夫をしてください

扉・窓は全開で空気の入れ替えがしやすいようにしてください

ロビーにはたむろしないでください

試合ベンチに指導者枠で入れる大人は４人以内にしてください

こども（プレーヤー）の人数の制限はありません

試合終了後はオフィシャル席の人の手に触れる器具の消毒をしてください

コートでプレー中のメンバー以外は指導者・こども共にマスクを着用してください

観客席が最大７０席です。

試合チームの観戦を優先とし、密にならない等に試合チーム以外は屋外で待機してください。

応援・観戦団で話し合って人数を割り振ってください。

約束事（制限）

子供体育館　入館可能人数について

コロナ対策　追加事項

入館・退館時の一斉挨拶は不要です

入館時に全員アルコール消毒をしてください（受け付け台に置いておきます）

消毒グッズが次の試合に足りない時は次チームまで連絡ください

消毒グッズは、倉庫のプラケースに入れてください

試合終了後　2週間は各自の健康チェックをしてください

異変が疑われる場合は、必ずチーム指導者に連絡してください

引継ぎ事項

その後は原則各自で手洗いを励行してください

健康チェックシート等の提出を求めませんが各自の責任で日々の健康チェックをしてください

選手も可能な限りマスクの着用を心掛けてください

密にならないようにお互いの間隔を広く取ってください

大声で叫んだり、喋ったりしないように心掛けてください

体育館入り口で溜らないように許可を得て順次入館してください



・駐車場の施錠、後片付け等はいつもの通りです。

駐車場・清掃係等は使用チームで分担してください。　最終使用チームが清掃・片付け等をするものとする。

・活動中のケガ等については、応急処置はしますが、保護者の責任で対応して下さい。

・使用を取り止めることはしないでください。チームに不都合がでた場合は他の少年団チームに声をかけて実施してください。

　キャンセルすると次年度からの優先使用に支障が出ます。

・どうしても実施不可能な場合は、事前にその旨　市教委体育健康室　708 5322に連絡し、必ず坪野か稲葉先生に報告してください。

・チーム間で使用日の変更や合同使用はOKです。責任チームに変更チームの名前等を連絡してください。

前後期リーグ戦使用時の約束事

前半責任チームは事前に体育館に使用の旨確認のTelを入れる７２３－５２８３ 必ず後半責任チームに引き継ぐこと。

駐車証は各チームで準備して下さい

午前チームは１３：３０には駐車場から完全撤退　午後チームは１３：３５以降に駐車場に乗入れ可とする。（厳守）

駐車場は貸し切りなので途中の出し入れをしなければ奥から詰めればかなり駐められるので当該チームで工夫すること。

急に使用をキャンセルするチームは必ず事前に責任チームに連絡を入れること（厳守）

・怪我等の大きな事故の場合は体育館の管理主事に連絡し、必ず坪野か稲葉先生に報告してください。

こども体育館使用時の約束事

・要項は、年間通して出しておきますので、最低使用日の一週間くらい前に、子供体育館に電話かＦＡＸで確認事項を連絡のこと。

・責任チーム指導者が体育館とのやりとりの窓口になってください。

・8時半位に到着して、体育館の管理主事に挨拶し、駐車場のカギを受け取る。

・使い方で不明な点は、勝手に判断せずに必ず管理主事の判断を仰ぐ・・・特に雨天時の対応等


