
令和3年6月30日

主　　催

主　　管

後　　援 京都市スポーツ少年団

安全管理 ケガ等の応急対応はしますが、保護者の責任で活動している旨ご理解下さい

コロナ対策 各自の健康管理及び検温・マスク着用・手指消毒・三密回避の徹底

試合後、TO道具及びオフィシャル席周辺のアルコール清拭の徹底

保護者等の観戦は、試合当該チームのみが歓客席で応援可

それ以外の保護者等は、自チームの試合まで館外にて待機

待機チーム選手は、指定場所で密を避けて待機

待機場所は各日で人数等を考慮して決めてください

日　　時 7月17日(土) 男子の部 ３チームリーグ戦形式 8:40　入館可能

7月18日(日) 女子の部 ２試合＋@ 8:40　入館可能　　

7月22日(木) 男子の部 4チームリーグ戦形式 8:40　入館可能

場　　所 京都市こども体育館(宝ヶ池)

駐車場

試合について

・マンツーマンコミッショナー指導は行わない。

・３～４チームによるリーグ戦形式で行う

・最低８人でも参加でき、勝ち上がれるものとする

・当日７人以下になった場合は、特定選手に過度な負担がかからないように

　途中交代等の配慮をして試合ができるようにする。

・同点の場合は引き分けとする。

・上位２チームに賞状授与する。

・審判は必ずホイッスルカバー装着､またはマスクをして電子ホイッスルも可とする。

開会式 閉会式

・選手同士一斉挨拶 ・選手同士一斉挨拶

・コロナ対策諸注意 ・片付け・清掃指示

・その他

京都市ミニバスケットボール
少年団指導者様

・日本ミニバスケットボール競技規則に則って行う。

・6分ｘ４　全止め (6-1-6-3-6-1-6)     　　　その後時間内でJr戦可とする。

22日　男子各チーム9台駐車可

17日　男子各チーム12台駐車可

18日　女子各チーム7台駐車可

第1回　京都市ミニバスケットボール少年団　夏季大会要項

京都ミニバスケットボールスポーツ少年団連盟
連　盟　長　　　稲　葉　弘　和

京都市ミニバスケットボール少年団
代　表　　　坪　野　陽　一　郎

京都ミニバスケットボールスポーツ少年団連盟

京都市ミニバスケットボールスポーツ少年団

京ミニ・山科・梅津北

修学院・紫野・梅津北・下京Jr・京ミニ

下京Jr・御所南・紫野・修学院



時間

8:30

8:35 役員・駐車場係り　集合　　会場準備

8:40 選手・保護者　入場可
9:00 開会式 （四角形に対面整列して　挨拶のみ）

淡色 濃色 審判 T.O

9:40 第1試合

10:50 第2試合

12:00 第3試合

13:10 第4試合

14:20 第5試合

15:30 第6試合

16:40 清掃　　　フロアー・会議室モップ・トイレ清掃

片付け不要　　窓の施錠等のみ確認

役割分担

会場責任者　　　　　 司会及び表彰担当も含む 梅津北

駐車場係り　　　　　 開錠・施錠・鍵の管理 山科

ネームプレート　　　　配布及び回収確認 山科

清掃係 京ミニ

試合後のオフィシャル席・道具の　アルコール清拭は　前試合チームで行う

京ミニ 京ミニ

京ミニ 京ミニ

梅津北

梅津北

梅津北

梅津北

山科 山科

山科 山科

vs

vs

vs

vs

vs

会場責任者(管理主事から鍵を貰い駐車場解錠)

7月17日(土) 組み合わせ表

各チーム総当たり戦を2回行い、順位を決定する

山科 梅津北

京ミニ 梅津北

京ミニ 山科

梅津北 山科

梅津北 京ミニ

山科 京ミニ

vs



時間

8:30

8:35 役員・駐車場係り　集合　　会場準備

8:40 選手・保護者　入場可
9:00 開会式 （待機場所で整列して　挨拶のみ）

淡色 濃色 主審/T.O 副審

9:40 第1試合

10:50 第2試合

12:20 第3試合

13:30 第4試合

15:00 第5試合

16:10 第6試合

17:00 清掃　　　フロアー・会議室モップ・トイレ清掃

片付け不要　　窓の施錠等のみ確認

役割分担

会場責任者　　　　　 司会及び表彰担当も含む 紫野

駐車場係り　　　　　 開錠・施錠・鍵の管理 京ミニ

ネームプレート　　　　配布及び回収確認 下京jr

清掃係 修学院

試合後のオフィシャル席・道具の　アルコール清拭は　前試合チームで行う

7月18日(日) 組み合わせ表

会場責任者(管理主事から鍵を貰い駐車場解錠)

修学院 vs 紫野 京ミニ 梅津北

京ミニ vs 修学院 梅津北 下京jr.

下京jr. vs 梅津北 紫野 修学院

2勝チームが2チーム出た場合のみ第6試合の決勝を実施
同率の場合は得失点差で順位を決定する

下京jr. vs 紫野 修学院 京ミニ

京ミニ vs 梅津北 下京jr. 紫野

vs



時間

8:30

8:35 役員・駐車場係り　集合　　会場準備

8:40 選手・保護者　入場可
9:00 開会式 （四角形に対面整列して　挨拶のみ）

淡色 濃色 審判 T.O

9:40 第1試合

10:50 第2試合

12:00 第3試合

13:10 第4試合

14:20 第5試合

15:30 第6試合

16:40 清掃　　　フロアー・会議室モップ・トイレ清掃

片付け不要　　窓の施錠等のみ確認

役割分担

会場責任者　　　　　 司会及び表彰担当も含む 御所南

駐車場係り　　　　　 開錠・施錠・鍵の管理 修学院

ネームプレート　　　　配布及び回収確認 紫野

清掃係 下京jr.

試合後のオフィシャル席・道具の　アルコール清拭は　前試合チームで行う

7月22日(木) 組み合わせ表

会場責任者(管理主事から鍵を貰い駐車場解錠)

下京jr. vs 御所南 紫野 修学院

紫野 vs 下京jr. 御所南 修学院

紫野 vs 修学院 下京jr. 御所南

各チーム総当たり戦を行い、順位を決定する

修学院 vs 御所南 紫野 下京jr.

修学院 vs 下京jr. 御所南 紫野

紫野 vs 御所南 修学院 下京jr.



チーム待機場所は固定制とする

通路

入口 通路

通路

通路

通路

連　　盟　　横　　断　　幕

応　　　　　援　　　　　席

本部席

T.O席

得点表示盤

試合終了時の挨拶は５人だけでセンターラインで済ます

試合終了後メンバーは直ぐにコートから出る

T.O席、得点版等はアルコールで拭く

京ミニ

7月17日(土)　各チーム待機場所配置図
チーム待機場所には指導者用椅子３台設置

梅津北 山科



チーム待機場所は固定制とする

通路

入口 通路

通路

通路

通路

本部席

応　　　　　援　　　　　席

京ミニ下京ｊｒ.紫野 得点表示盤

修学院梅津北 T.O席

連　　盟　　横　　断　　幕

試合終了時の挨拶は５人だけでセンターラインで済ます

試合終了後メンバーは直ぐにコートから出る

T.O席、得点版等はアルコールで拭く

7月18日(日)　各チーム待機場所配置図
チーム待機場所には指導者用椅子３台設置



チーム待機場所は固定制とする

通路

入口 通路

通路

通路

通路

紫野

応　　　　　援　　　　　席

本部席

得点表示盤

T.O席

試合終了時の挨拶は５人だけでセンターラインで済ます

試合終了後メンバーは直ぐにコートから出る

T.O席、得点版等はアルコールで拭く

修学院

7月22日(木)　各チーム待機場所配置図
チーム待機場所には指導者用椅子３台設置

御所南 下京jr.

連　　盟　　横　　断　　幕



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７０席あって、密にならないよう使用できない席には張り紙がしてあります。

半分の３５席可。更に階段が４か所あるので、それぞれ１人ずつ座れば合計で３９人分

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


