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Ｕ－１２部会 ミニバスケットボール リーグ戦 前期 

 

Ⅰ  大会要項                           

 

１．主  催   一般財団法人兵庫県バスケットボール協会 

２．後  援   各市町村バスケットボール協会 

３．主  管   兵庫県ミニバスケットボール連盟 

４．協  賛   パワーハウス、ＢＡＬＬＥＲ‘Ｓ、株式会社モルテン、株式会社ミカサ 

株式会社大阪フォトサービス、その他 

５．期  日   ２０１９年５月４日（土）～７月２８日（日） 

６．会  場   各小学校体育館・各地区体育館 

７．参加チーム  兵庫県内ＪＢＡ登録チーム 

８．参加人員   １チームにつきコーチ、アシスタントコーチ、マネージャー、その他を各１名 

ゲームエントリーは、１５名までとする。 

９．競技規則   Ⅱ「競技規則」参照 

10．競技方法   各チーム１０試合行う。 

         順位決定戦に参加するチームは、その試合数も含む。 

11．申込方法   参加申込書の提出 

12．参加費    各チーム １２，０００円 

         支払いは、各地区もしくは各市でまとめて支払いをお願いします。 

13．お願い    ・大会時に生じた傷害等については、各チームの責任のもとで応対、処置してください。 

・審判、オフィシャルは、各地区の帯同制とします。 

14．その他    ・大会参加申込書に記載頂いたチーム関係者及び選手等の氏名・小学校名・学年・背番

号等はプログラム小冊子等に掲載します。また、大会の様子を撮影した写真及び選手

氏名等を兵庫県ミニ連のホームページに掲載することがあります。 

不都合等ある場合は、事務局までお知らせください。 

         ・会場や相手チームのお土産交換等はなくす。 

         ・各施設の利用規則・駐車場利用規則を厳守すること。 

兵庫県ミニバスケットボール連盟  理事長 辺見幸男 

事務局 〒650-0001 神戸市中央区加納町 2-7-15 神戸ＹＭＣＡ内 

e-mail  ｈｙｏｇｏｍｉｎｉｂｂ＠ｏｓａｋｕｎ．ｊｐ 

ｈｔｔｐ：／／ｈｙｏｇｏ－ｍｉｎｉｂａｓｋｅｔ．ｊｉｍｄｏ．ｃｏｍ／ 
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Ⅱ  競技規則                           

日本バスケットボール協会ミニバスケットボール競技規則に従う。 

競技方法 リーグ戦１０試合 

マンツーマンの 

推進 

マンツーマンディフェンスの基準規則に則る。（2019年2月21日改訂） 

目先の勝利に捉われない長期的な視野に立った指導を目指し、バスケットボールの攻守の基本

である「マンツーマンの推進」を図ること。 

可能な限り マンツーマン コミッショナー を配置する。 

試合時間 
定刻開始とし、遅れた場合は各会場本部で判断し、変更時刻を関係者に連絡する。 

各クォーター６分×４クォーター制で、クォータータイム１分、ハーフタイム３分とする。 

但し、気象状況等で選手の体力を考慮して変更する場合がある。 

出場条件 

今年度、ＪＢＡに登録した選手で必ずチームを構成すること。 

新加入選手については、個人登録し申込書の更新版を出すことで、随時参加可能。 

1 チーム登録になったことによりチームを分割しての参加を認める。その際、指導者・審判等

も別チームとして活動できる状態であること。但し、一度申し込みしたメンバーをチーム間で

入れ替えることはできない。入れ替えができるのは、後期の参加申込時のみとする。 

ユニフォーム・パンツは、同色・同型でチーム全員揃えること。 

ベンチ 

試合日程の左記のチームがＴＯ席に向かって右側、ユニフォームは、淡色とする。 

ゲームエントリーは８～１５名とし、ベンチ入りはエントリーしたプレイヤーのみとする。 

スタッフは、コーチ（HC）・アシスタントコーチ・マネージャー・その他の計４名とする 

ベンチ入りスタッフの中に必ずコーチライセンスを取得しているものが入ること。 

コーチライセンスを取得しているスタッフは、試合中ライセンス証を首にさげておくこと。 

ベンチスタッフにコーチライセンスE級以上の取得者がいない場合は、原則試合を認めない。 

但し、事前に県ミニ連盟に連絡し、やむを得ないと判断したときはこの限りではない。 

審判 Ｅ級ライセンス以上の取得者または取得見込み者で帯同審判制とする。一部派遣審判がある。 

ライセンス 
コーチ・審判のライセンス取得見込み者については、地区責任者が取得見込みライセンス証を

発行し、それを提示できるよう準備しておくこと。コーチ・審判もＥ級以上とする。 

ＴＯ 
チーム割当のゲームを担当する。ＴＯの指導ができる指導者等がTO席に帯同すること。 

大会前に必ずオフィシャルが出来るように指導して大会に参加すること。 

不成立試合 
不成立となるのは、JBAの規定通り。試合は交歓試合として行う。 

その場合、試合開始までに本部へ連絡し、審判・相手チームにもその旨を伝えること。 

不成立となっても別日に日程調整等は行わない。但し、自然災害等は別途協議する。 

延長戦 延長戦は行わない。ただし、順位決めで必要な場合は、これにあてはまらない。 

メンバー表 

ゲーム開始前（遅くとも５分前まで）に所定の用紙でＴＯ・相手チームに提出すること。 

参加申込書のメンバーでゲームメンバーをエントリーしメンバー表を提出する。試合によって

ゲームメンバーを変更する場合は、変更したメンバー表を持って変更届とする。 

メンバー表のコーチがスタンディングコーチ（コーチライセンスＥ級以上の取得者）で試合中

はコーチライセンス証と大会会場が準備しているコーチの腕章を付ける。 

スタッフ変更 
試合当日スタッフ変更がある場合は、事前に各チームで所定の用紙に記入の上、会場到着後速

やかに本部に提出すること。 

ボール 人工皮革ボールを使用する。 

その他 スタッフ、TO指導者は別紙「試合進行をスムーズに行うために」を確認しておくこと。 

スムーズな試合進行が出来るよう、皆さんのご協力をお願いします！ 
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Ⅲ  試合進行をスムーズに行うために                           

試合進行をスムーズに行うために、定刻開始・クォーター間の交代について時間に協力をいただく

ために徹底を図るためのものです。 

○試合開始時刻を守るために 

 ３分前の合図までに、スタンディングコーチ（コーチライセンス取得者）、またはベンチスタッ

フ（コーチライセンス取得者）が１クォーターのメンバーをチェックしスコアシートにサインをす

る。その時審判にライセンス証を提示すること。その後腕章を受け取り、スタンディングコーチの

腕に付けておく。試合終了後は審判に返還する。会場都合により、腕章が無い場合もある。 

TOに入るチームの指導者もこのことについて周知しておくこと。 

 １クォーターのメンバーは、１分前の合図で出てくる準備をして、コート中央付近で並ぶ。 

 

 

 

 

 

 

※試合開始時刻とともにトスアップができるよう努める。 

注意：チーム全員での掛け声や円陣などは１分前までに自チームアップコートで行うこと。 

   各クォーターメンバーでの円陣などは簡易に済ませること。 

○２クォーターと４クォーターのメンバーチェックは前クォーター終了後すぐに行うこと。 

 ※連続出場の選手がいる場合、すぐに並ぶのが難しい場合、水分補給等しっかり行ってもらうた

めＴＯに背番号のみを知らせてもかまわない。 

○ハーフタイムはスコアチェック終了後、速やかに３クォーター出場メンバーのチェックを行う。

スコアチェックに来たスタッフが伝えてもよい。 

 １分前になったら、１クォーター同様に準備を行うこと。 

 

※その他 

 ・試合前のお土産交換等は行わず、気持ちを込めて挨拶をしましょう。 

 ・得点版等のチームプレートは自チームで用意すること。 

  登録時の４文字以内表記をＡ４用紙横で配置すること。 

  色やデザイン・マーク入り等は指定しないが、遠くからでもわかるように配慮すること 

 

 

スムーズな試合進行、公平な試合運営にご協力お願いします。 

試合終了後のあいさつが終われば、最後に出場していた５人は 

リスペクトとありがとうの気持ちで握手をしましょう。 

TO 
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Ⅳ  リーグ分け・順位決定方法                         

 

○各地区リーグ戦 
前期については、各地区でリーグ戦を行う。 

後期は、前期の結果を反映させ全県でのリーグ戦を行う。 

地区分けについては、 

但馬地区・丹有地区・東西播地区・神戸地区・阪神西地区・阪神東地区・淡路地区 

の７地区の編成で行う。 

 

○各地区でのリーグ分け 
 地区の参加チーム数によってリーグ分け数や順位決定方法が異なる。 

 基本リーグ戦を行っていき、順位決定のためトーナメント戦を行う場合もある。 

 各地区内での新人戦などの結果を考慮し、２つ～４つのリーグに分ける。 

 それを１次リーグとし、その結果を反映させて上位・下位リーグに分ける。 

 分けたリーグを２次リーグとし、順位を決定させる。 

 詳細については、参加チーム数決定後に地区リーグ担当者との競技によって決定する。 

例）１０チームの場合 ５チーム×２のリーグに分け各リーグ４試合の総当たりを行う。 

  １次リーグの上位２チームと３位から下記の決定方法に則り、上位を５位とする。 

  上記の方法で２次リーグ５チーム×２のリーグに分け各リーグ４試合の総当たりを行い順位決定する。 

 

○順位決定について 

勝率制とする 

{勝利数 + (引き分け試合数 × 0.5)} ÷ 試合数 

➀ ２チーム以上が同率の場合、該当チーム間の勝敗により順位を決定する。 

② ➀においても決定しない場合、該当チーム間での試合における得失点差により順位を決定する。 

③ ②においても決定しない場合、該当チーム間での試合における総得点により順位を決定する。 

④ ③においても決定しない場合、該当リーグでの総得点により順位を決定する。 

⑤ 以上の方法を用いても決定しない場合は、当部会において責任抽選の上、順位を確定する。 

 

以上の方法を用いて各チーム合計８試合を行う。 

 

○順位決定戦について 
 各地区のリーグ戦の結果により、地区対抗順位決定戦を７月に行う。 

 この順位決定戦の結果を反映し、選手権大会のシード権を該当地区に与える。 
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Ⅳ－２  各地区におけるリーグ分け・順位決定方法          

地区 男女 チーム数 リーグ分け・順位決定方法 

但馬 

男 １０ 
５チームずつの２リーグに分け４試合 

上位から５チーム×２に分け残り４試合 

女 ８ 
７チームとの対戦後、のこり１試合で順位を決定 

１位 VS２位 ３位 VS４位 ５位 VS６位 ７位 VS８位 

丹有 

男 ９ ８チームとの対戦 

女 ８ 
７チームとの対戦後、のこり１試合で順位を決定 

１位 VS２位 ３位 VS４位 ５位 VS６位 ７位 VS８位 

東西播 

男 １４ 
７チームの２リーグに分け６試合 

上位から４チームのトーナメント、残り１０チームで残り２試合 

女 １０ 
５チームずつの２リーグに分け４試合 

上位から５チーム×２に分け残り４試合 

神戸 

男 １９ 

５・５・３・３・３チームの５リーグに分け４試合 

３・３・３・は２試合後順位ごとに分かれて残り２試合 

５の１位２位、３・３・３の１位２位 

上記６チームで４試合（対戦済みは試合結果のみ残す） 

残り１３チームで残り４試合 

女 １２ 
６チームの２リーグに分け５試合 

上位から４×３のリーグに分け残り３試合 

阪神西 

男 １８ 
６チームずつの３リーグに分け５試合 

上位から４・４・４・６チームに分け残り３試合 

女 ２１ 
７・７・７チームの３リーグに分け６試合 

上位から３×７のリーグに分け残り２試合 

阪神東 

男 １５ 
５チームずつの３リーグに分け４試合 

上位から５チームずつに分け残り４試合 

女 １６ 
４・４・４・４チームの４リーグに分け３試合 

上位から６・１０に分け残り５試合 

淡路 

男 ８ 
７チームとの対戦後、のこり１試合で順位を決定 

１位 VS２位 ３位 VS４位 ５位 VS６位 ７位 VS８位 

女 １０ 
５チームずつの２リーグに分け４試合 

上位から５チーム×２に分け残り４試合 

※補足事項 

上位とは各リーグでの順位の高い順 

上記でリーグチーム数が足りない場合は次位の中で勝率の高いチームを上位とする 

（勝率が同率の場合は、順位決定方法に準ずる） 

※最上位以外のリーグは１つにまとめてもよい 

 


