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西尾市小学校バスケットボール大会実施要項 

 

１ 日時  予選  平成２９年８月２２日（火） 

          コート作成・会場準備（各校１名以上参加）7:30集合 

開場8:30   顧問打ち合わせ 9:00   開会式 9:30   試合開始 10:00          

※開会式は、各チームの顧問の先生、第１試合および第２試合の選手で行う。 

          平成２９年８月２３日（水）開場8:30 試合開始 9:30 

      決勝  平成２９年８月２４日（木）開場8:30 試合開始9:30    

 

２ 会場  西尾市総合体育館  

 

       

３ 方法  男子 予選  リーグ戦 ４チーム×５        計２０校 

         決勝  トーナメント戦            計 ５校 

                          

      女子 予選  リーグ戦 ４チーム×４ ３チーム×２ 計２２校 

         決勝  トーナメント戦            計 ６校 

 

４ 表彰  男女共通 決勝トーナメント１位・２位・３位（２チーム）・敢闘賞（男子１、女子２） 

 

５ 競技規則 

 （１）選 手   １チーム 最大１５名 背番号４番～２０番  

競技者 ５名 （選手登録は最大３０名） 

※監督などベンチに入れる指導者は３名まで 

 

 （２）ボール   バスケットボール 5 号公式球（１２面体） 

  

 （３）試合時間  ４分-１分(ｸｵｰﾀｰﾀｲﾑ)-４分  ５分（ﾊｰﾌﾀｲﾑ） ４分-１分（ｸｵｰﾀｰﾀｲﾑ）-４分 

          ・各ピリオドの４分は正式タイムで行う。 

・延長は第４ピリオド終了後、１分休憩の後、２分間行う。それでも同点の場合  

は１分（休憩）－２分のＯＴを勝敗が決まるまでくり返す。 

・決勝トーナメント参加校は、予選リーグ１位のみとする。 

               

（４）ベンチ    対戦表の左に書いてあるチームがオフィシャル席から見て左側を使用する。 

          ※試合前のウォーミングアップおよび第１、２ピリオドのゴールはベンチの

反対側にあるリングに向かう。 
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６ その他 

 （１）コート練習 ・開会式前のコートは練習では使用しない。 

          ・各チームでコートを使用して練習できるのは、自チームの試合前（全試合終

了後から試合開始１分半前まで）とハーフタイム（第３ピリオド開始１分半

前まで）のみとする。 

・ウォーミングアップは基本的に、卓球場で行う。ただし、ボールを使った練 

習は不可とする。 

（２）各チーム待機場所および駐車場 

        ・各チームの待機場所および荷物置き場は観覧席とする。 

         ・駐車場については、数が限られているので乗り合わせで来ていただくよう各校

で保護者の方にお願いする。現在可能な限り確保できるよう調整中。 

         （日程の都合により、駐車場係をお願いする予定です。） 

         ※詳細については、後日メールにて各校に連絡します。 

          ①組み合わせ表 ②会場図 ③駐車場 ④スコアシート（メンバー票） 

⑤オフィシャルマニュアル ⑥審判・オフィシャル割り当て 以上６点 

（３）開会式（第１・２試合チームのみ）、閉会式（上位チームのみ）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （４）審判については協会・中学校の先生にお願いしてありますが、各チームにおいて１名以上

の審判をお願いします。審判割当については後日メールでお知らせします。 

 （５）審判への文句・苦情は言わない。場合によってはテクニカルファウルの対象にしてよい。 

    審判に質問する必要が場合は丁寧に申し出ること。 

 （６）保護者は観客席で応援をすること。 

 （７）ゾーンディフェンスをしたチームがあったら、本部にすぐに連絡をする。 

 （８）予選リーグの順位の決定方法について 

 

 

 

 

 

開会式（予選のみ） 

    一同礼         典礼（ 山崎 ） 

１ 開式のことば（ 中野 ） 

※選手児童を座らせる 

２  優勝杯返還  ※昨年度優勝 

男子：鶴城小 女子：鶴城小 

３ 部長あいさつ（ 丹羽校長先生 ） 

４ 審判長注意（ 伊藤 ） 

５ 会場使用について（ 神谷 ） 

  ※選手児童を立たせる 

６ 閉式のことば（開式のことばに同じ） 

一同礼 

閉会式（決勝のみ） 

    一同礼         典礼（ 山崎 ） 

１  開式のことば（ 中野 ） 

※選手児童を座らせる 

２  成績発表・表彰（ 伊藤 ） 

３  協会あいさつ（ ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会 ） 

  ※選手を立たせる 

４ 閉式のことば（開式のことばに同じ） 

一同礼 

【 予選リーグの順位の決め方 】    

①勝敗数              ④総得点が同じ該当チームの間の勝敗 

②該当チーム間の勝敗        ⑤全試合の総失点（少ない方が上位） 

③全試合の総得点          ⑥総失点が同じ該当チーム間の勝敗 

                  ⑦フリースロー（５本） 
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◎貸し出し品 

 会場校 デジタイマー ＯＦセット ビブス（白） ビブス（濃色） 

予選 

決勝 
総合体育館 協会 協会 西尾・八ツ面・鶴城・米津 

※各チームで可能な限りユニフォームとは違う色のビブスを用意してください。 

 

◎対戦表 

＜男子＞ 

○予選リーグ ※昨年度、優勝校は予選の第１試合を行う。 

Ａリーグ                    Ｂリーグ 

 鶴城 一色南部 一色中部 三和   一色東部 横須賀 矢田 八ッ面 

鶴城  Ａ－１ Ａ－２ Ａ－３  一色東部  Ｂ－１ Ｂ－２ Ｂ－３ 

一色南部 Ａ－１  Ａ－４ Ａ－５  横須賀 Ｂ－１  Ｂ－４ Ｂ－５ 

一色中部 Ａ－２ Ａ－４  Ａ－６  矢田 Ｂ－２ Ｂ－４  Ｂ－６ 

三和 Ａ－３ Ａ－５ Ａ－６   八ッ面 Ｂ－３ Ｂ－５ Ｂ－６  

 

Ｃリーグ                    Ｄリーグ 

 米津 福地南部 白浜 荻原   花ノ木 寺津 幡豆 平坂 

米津  Ｃ－１ Ｃ－２ Ｃ－３  花ノ木  Ｄ－１ Ｄ－２ Ｄ－３ 

福地南部 Ｃ－１  Ｃ－４ Ｃ－５  寺津 Ｄ－１  Ｄ－４ Ｄ－５ 

白浜 Ｃ－２ Ｃ－４  Ｃ－６  幡豆 Ｄ－２ Ｄ－４  Ｄ－６ 

荻原 Ｃ－３ Ｃ－５ Ｃ－６   平坂 Ｄ－３ Ｄ－５ Ｄ－６  

 

Ｅリーグ                     

 一色西部 吉田 西尾 東幡豆       

一色西部  Ｅ－１ Ｅ－２ Ｅ－３       

吉田 Ｅ－１  Ｅ－４ Ｅ－５       

西尾 Ｅ－２ Ｅ－４  Ｅ－６       

東幡豆 Ｅ－３ Ｅ－５ Ｅ－６        

 

○決勝トーナメント 

 ※対戦相手は予選後抽選 

 

   

 

 

 

 

      １      ２      ３       ４    ５ 

A2 

A1 

A3 

A4 
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＜女子＞ 

○予選リーグ ※昨年度、優勝校は予選の第１試合を行う。 

Ａリーグ                    Ｂリーグ 

 鶴城 一色東部 米津 一色西部   福地南部 中畑 西尾 矢田 

鶴城  Ａ－１ Ａ－２ Ａ－３  福地南部  Ｂ－１ Ｂ－２ Ｂ－３ 

一色東部 Ａ－１  Ａ－４ Ａ－５  中畑 Ｂ－１  Ｂ－４ Ｂ－５ 

米津 Ａ－２ Ａ－４  Ａ－６  西尾 Ｂ－２ Ｂ－４  Ｂ－６ 

一色西部 Ａ－３ Ａ－５ Ａ－６   矢田 Ｂ－３ Ｂ－５ Ｂ－６  

 

Ｃリーグ                    Ｄリーグ 

 三和 西野町 白浜 吉田   横須賀 一色中部 平坂 花ノ木 

三和  Ｃ－１ Ｃ－２ Ｃ－３  横須賀  Ｄ－１ Ｄ－２ Ｄ－３ 

西野町 Ｃ－１  Ｃ－４ Ｃ－５  一色中部 Ｄ－１  Ｄ－４ Ｄ－５ 

白浜 Ｃ－２ Ｃ－４  Ｃ－６  平坂 Ｄ－２ Ｄ－４  Ｄ－６ 

吉田 Ｃ－３ Ｃ－５ Ｃ－６   花ノ木 Ｄ－３ Ｄ－５ Ｄ－６  

 

Ｅリーグ                    Ｆリーグ 

 一色南部 荻原 八ッ面    福地北部 室場 寺津  

一色南部  Ｅ－１ Ｅ－２   福地北部  Ｆ－１ Ｆ－２  

荻原 Ｅ－１  Ｅ－３   室場 Ｆ－１  Ｆ－３  

八ッ面 Ｅ－２ Ｅ－３    寺津 Ｆ－２ Ｆ－３   

           

 

○決勝 

※対戦相手は予選後抽選 

 

 

 

 

 

 

    １        ２      ３      ４       ５    ６  

 

 

 

 

 

 

 

 

B1 B2 

B3 B4 

B5 
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〈予選日程〉 

８月２２日（火）（一日目） 

 時間 Ａコート Ｂコート Ｃコート Ｄコート 

 ９：３０ 開会式（第１・２試合に出る選手）  

１ １０：００ 

男Ａ－１ 
（鶴城 - 一色南部） 

審判・ＴＯ 

 

男Ａ－６ 
（一色中部 - 三和） 

審判・ＴＯ 

 

男Ｂ－１ 
（一色東部 - 横須賀） 

審判・ＴＯ 

 

男Ｂ－６ 
（矢田 - 八ッ面） 

審判・ＴＯ 

 

２ １０：５０ 
女Ａ－１ 

（鶴城 - 一色東部） 

女Ａ－６ 

（米津 - 一色西部） 

女Ｄ－１ 

（横須賀 - 一色中部） 

女Ｄ－６ 

（平坂 - 花ノ木） 

３ １１：４０ 
男Ｃ－１ 

（米津 - 福地南部 

男Ｃ－６ 

（白浜 - 荻原） 

男Ｄ－１ 

（花ノ木 - 寺津） 

男Ｄ－６ 

（幡豆 - 平坂） 

４ １２：３０ 
女Ｃ－１ 

（三和 - 西野町） 

女Ｃ－６ 

（白浜 - 吉田） 

女Ｂ－１ 

（福地南部 - 中畑） 

女Ｂ－６ 

（西尾 - 矢田） 

５ １３：２０ 
男Ｂ－２ 

（一色東部 - 矢田） 

男Ｂ－５ 

（横須賀 - 八ッ面） 

男Ａ－２ 

（鶴城 － 一色中部） 

男Ａ－５ 

（一色南部 - 三和） 

６ １４：１０ 
女Ｅ－1 

（一色南部 - 荻原） 

女Ｆ－１ 

（福地北部 - 室場） 

女Ａ－２ 

（鶴城 - 米津） 

女Ａ－５ 

（一色東部 - 一色西部） 

７ １５：００ 
男Ｅ－１ 

（一色西部 - 吉田） 

男Ｅ－６ 

（西尾 - 東幡豆） 

男Ｃ－２ 

（米津 - 白浜） 

男Ｃ－５ 

（福地南部 - 荻原） 

８ １５：５０ 
女Ｂ－２ 

（福地南部 - 西尾） 

女Ｂ－５ 

（中畑 - 矢田） 

女Ｃ－２ 

（三和 - 白浜） 

女Ｃ－５ 

（西野町 - 吉田） 

８月２３日（水）（二日目） 

 時間 Ａコート Ｂコート Ｃコート Ｄコート 

 ９：１０ 第１試合のチームのアップ 

１ ９：３０ 

男Ｄ－２ 
（花ノ木 - 幡豆） 

審判・ＴＯ 

 

男Ｄ－５ 
（寺津 - 平坂） 

審判・ＴＯ 

 

男Ｅ－２ 
（一色西部 - 西尾） 

審判・ＴＯ 

 

男Ｅ－５ 
（吉田 - 東幡豆） 

審判・ＴＯ 

 

２ １０：２０ 
女Ｄ－２ 

（横須賀 - 平坂） 

女Ｄ－５ 

（一色中部 - 花ノ木） 

女Ｅ－２ 

（一色南部 - 八ッ面） 

女Ｆ－２ 

（福地北部 - 寺津） 

３ １１：１０ 
男Ａ－３ 

（鶴城 - 三和） 

男Ａ－４ 

（一色南部 - 一色中部） 

男Ｂ－３ 

（一色東部 - 八ッ面） 

男Ｂ－４ 

（横須賀 - 矢田） 

４ １２：００ 
女Ａ－３ 

(鶴城 - 一色西部) 

女Ａ－４ 

（一色東部 - 米津） 

女Ｂ－３ 

（福地南部 - 矢田） 

女Ｂ－４ 

（中畑 - 西尾） 

５ １２：５０ 
男Ｅ－３ 

（一色西部 - 東幡豆） 

男Ｅ－４ 

（吉田 - 西尾） 

男Ｄ－３ 

（花ノ木 - 平坂） 

男Ｄ－４ 

（寺津 - 幡豆） 

６ １３：４０ 
女Ｅ－３ 

（荻原 - 八ッ面） 

女Ｆ－３ 

（室場 - 寺津） 

女Ｄ－３ 

（横須賀 - 花ノ木） 

女Ｄ－４ 

（一色中部 - 平坂） 

７ １４：３０ 
男Ｃ－３ 

（米津 - 荻原） 

男Ｃ－４ 

（福地南部 - 白浜） 

女Ｃ－３ 

（三和 - 吉田） 

女Ｃ－４ 

（西野町 - 白浜） 
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〈決勝日程〉 

 ８月２４（木） 

 時間 Ａコート Ｂコート Ｃコート 

 ９：１０ 第１試合のチームのアップ 

１ ９：３０ 男Ａ１ 女Ｂ１ 女Ｂ２ 

 １０：２０ 第２試合のチームのアップおよび休憩 

２ １０：５０ 女Ｂ３ 女Ｂ４  

３ １１：４０ 男Ａ２ 男Ａ３  

４ １２：３０ 女Ｂ５   

５ １３：２０ 男Ａ４   

 

※予選１日目（２２日）は、第一試合の審判とオフィシャルを同日の第二試合のチームが行う。予

選２日目（２３日）は、第一試合の審判とオフィシャルを同日の第三試合のチームが行う。ただ

し、審判とオフィシャルのどちらをやるのかは相談して決める。（本日お帰りまでに報告してく

ださい。） 

※第２試合以降は、前の試合の勝ちチームから審判員をだし、負けチームはオフィシャルに入る。 

※予選２日目第７試合終了後、決勝トーナメントの抽選を、予選突破をしたチームの顧問の先生で

行う。 

※決勝トーナメントの準決勝以上の試合におけるコミッショナーと審判員は、本部が決める。 

※決勝トーナメント（２４日）のオフィシャルは、決勝トーナメントに残った、男３、女３、女４

で行う。 

 


