第 4３回 鳥取県ミニバスケットボール優勝大会
第１９回 鳥取県民スポーツレクリエーション祭 開催要項
１ 趣旨

ミニバスケットボール競技を通して、鳥取県内の少年少女の体力の向上を図るとともに社会性
を培い、併せて鳥取県内にミニバスケットボールを普及発展させる。
２ 主催
（一社）鳥取県バスケットボール協会
鳥取県教育委員会
各市町村教育委員会 （財）鳥取県体育協会 各市町村体育協会
各郡市体育協会
３ 後援
ＮＨＫ鳥取放送局 日本海テレビ BSS 山陰放送 山陰中央テレビ放送
日本海ケーブルネットワーク 新日本海新聞社
４ 特別協賛 株式会社モルテン、橋尾スポーツ
５ 主管
（一社）鳥取県バスケットボール協会 U１２部会東部地区部会
６ 期日
平成３０年１２月１日（土）
、１２月２日（日）
７ 会場
第一日 １２月１日（土）
開会式
９：３０～（各会場にて実施）
予選リーグ１０：００～
《男子の部》コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパーク県民体育館 鳥取産業体育館
《女子の部》コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパーク県民体育館 鳥取市民体育館
第二日 １２月２日（日）

決勝トーナメント １０：００～
閉会式
１６：００～
《男子・女子の部》 コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパーク県民体育館
８ 参加資格
（１） （一社）鳥取県バスケットボール協会および、
（公財）日本バスケットボール協会に登録されたチ
ーム・個人とする。
（２） ゲームで指揮をとるものはライセンスを保有していなければならない。
（３） 東・中・西部各地区代表（東部９チーム、中部６チーム、西部９チーム）とする。
（但し、スプリ
ングカップベスト４枠に入る地区の上位チームはシードとする。
）
９ 参加料
１チーム５０００円（大会当日 受付にて納入すること）
10 競技規則 現行日本ミニバスケットボール競技規則による。ただし、次の特別規則を設ける。
（１） 試合時間が延びた場合は、終了後１０分して次の試合を開始する。
（２） ベンチ構成は、１チームにつき、コーチ１名、アシスタントコーチ１名、マネージャー１名、
その他１名、選手１０～１５名の合計１９名以内。
（コーチ、アシスタントコーチ、その他は
小学生不可）
（３）必要に応じてコートルールを適用する。
（４）ハーフタイムでの練習はできない。
（５）試合球は、大会事務局より皮革ボールを準備する。
（６）すべての試合に、延長戦を適用する。
（７）ゾーンディフェンスを禁止とする。ゾーンディフェンスかどうかの判定をするマンツーマン・
コミッショナーを設置する。
判定等、又は大会における運用については原則、ＪＢＡ「マンツーマンディフェンスの規準規
則」
「マンツーマンディフェンスの規準規則・補足解説」
「マンツーマンコミッショナーの設置
および競技会（試合）における運用について」による。
11 競技方法
（１）第一日は予選リーグ（3 チームずつ 8 ブロック）
第二日は予選リーグ 1 位チームによる決勝トーナメント方式とする。
３位決定戦を行う。
（２）予選リーグにおける順位決定は以下の通りとする。
①勝ち数の多いチームが上位。
②勝ち数が同じ場合はゴールアベレージの大きな方が上位。
※ ゴールアベレージ＝2 試合の総得点÷2 試合の総失点。
③ゴールアベレージが並んだ場合は、当該チームの勝者が上位。
④3 チームのゴールアベレージが並んだ場合は抽選で順位を決定する。
⑤予選リーグに 1 試合でも参加できないチームは、決勝トーナメントに上がる権利を

失い、残りの２チームの勝者をそのグループの 1 位とし、敗者を 2 位とする。
12 表彰

（１）第 1～4 位までのチームに賞状を授与する。
（２）優勝チームには、三橋誠杯優勝トロフィー（持ち回り）
・メダルを授与する。また、
２・３・４位チームには、トロフィー（持ち回り）を授与する。
第５０回全国ミニバスケットボール大会、及び第３８回中国ミニバスケットボール
交歓大会（岡山県総社市）への出場は、１位のチームから順に希望を優先し、代表
権を与える。
但し、
いずれも県 U12 部会の推薦も受けなければ出場できない。
また、
１位から４位までのチームがどちらの大会も参加を希望しなかった場合は、ベスト
８までのチームから抽選により参加チームを選出する。

13 組合せ抽選

県 U１２部会による責任抽選とし、申し込み終了後参加チームへ連絡する。

14 参加申込

別紙申込書に必要事項を記入し、１１月１４日（水）必着にてメールで申し込むこと。組
み合わせやＴＯ割りは、１１月２３日に県 U12 部会ホームページにて公表予定。当日のア
ップ割りは、組み合わせ発表と同時に県 U12 部会ホームページに公開予定。メールでも配
信する。また、参加料は大会当日受付に納入すること。
〔申込手順〕
①下記の県 U12 部会メールアドレスに「チーム名」
「男女」
「担当者」を明記して送信する。
②大会事務局より［申込書］
、及び［全国・中国大会出場希望調査票］をメールで受信。
③「申込書」
、及び「全国・中国大会出場希望調査票」を記入し返信する。
【県 U12 部会ホームページ/メールアドレス】
http://minibas-tottori.jimdo.com/
minibas.tottori@gmail.com
※申し込みについて不明な点がある場合は、下記へ問い合わせてください。
【問い合わせ先】
☆（一社）鳥取県バスケットボール協会U１２部会 事務局
〒６８９－１１０４ 鳥取市桂木２３８－１
鳥取市立津ノ井小学校内

大野裕介 宛

TEL 0857-51-8136

☆大会事務局（県 U１２部会東部地区部会）
〒６８０－０８３３ 鳥取市末広温泉町７２３
JA 共済連鳥取内
森 勝彦 宛
TEL 0857 -21-2670

15 開・閉会式 代表者会議は各会場にて実施する （９：００～）全チーム参加すること。
開会式は、各会場にて実施する。 （９：３０～）全チーム参加すること。
閉会式は、県民体育館にて実施する。
（１６：００～）ベスト４は必ず参加すること。
16 その他
（１） 大会参加に関わる諸費用は、自己負担とする。
（２） 大会期間中における事故・傷害については、主催者はその責任を負わないので、チームで傷
害保険に加入するなどの対策を講じておくこと。
（３） 前年度１～4 位のチーム（男子 弓ヶ浜ミニ、湖山西ミニ、世紀ミニ、福米東ミニ、女子 伯
仙ミニ、福米ミニ、東郷ミニ、成徳ミニ）は、トロフィーを返還すること。返還後、優勝チ
ームにはレプリカを授与する。

大会注意事項
（一社）鳥取県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会U１２部会
第４３回
第１９回

鳥取県ミニバスケットボール優勝大会
鳥取県民スポーツレクリエーション祭

事務連絡について

大会も間近となりました。注意事項をご確認の上、大会運営にご協力くださるよう
お願いいたします。
記
１．参加申込書の送付について
◎すでに各地区責任者より聞いておられることと思いますが、期日までに要項に
記載しています、ＨＰアドレスまでメンバー表を送付してください。
（プログラムを作成する関係上、形式を変えずにお願いします。）
２．開会式について
◎各会場で実施しますので、必ず参加してください。
３．会場駐車場、ゴミの取り扱いについて
◎各会場とも、駐車スペースに限りがあります。必ず乗り合わせて来場ください。
◎鳥取産業体育館、鳥取市民体育館については、車の台数・駐車場・会場使用につ
いて注意事項（別 紙）がありますので各チームで確認をお願いします。
◎鳥取市民体育館については、隣接している野球場の駐車場には車を置かないよう
にお願いします。
◎違法駐車、迷惑駐車がないよう注意してください。
各チームのゴミ・たばこの吸殻などは、必ず持ちかえり、設置してあるゴミ箱等
を利用せず、各チームで責任を持って処理出来るようにしてください。（今後会場
を提供していただけなる可能性があります。）
４．競技について
１ユニホーム・ベンチについて
・ＴＯ割表の左側のチームがＴＯ席に向かって右側、淡色（白色）と
します。
２ＴＯについて
①組合せの開始時刻をよく見て、遅れないようにしてください。また、スコ
アシート、計時等がしっかりできるようにしておいてください。

５．ＴＯ割当について
各チームのＴＯはＴＯ割当てを確認してください。ＨＰに事前に掲載します。
６．コミッショナー割当について
大会１日目には、各チームがＴＯを割り当てられたゲームに指導者（主とし
て指導されている方）がコミッショナーとして入ってください。ＴＯ割当と
同様にＨＰに掲載しますので事前に確認しておいてください。
７．前試合終了時刻が遅れ、次の開始時刻まで１０分間ない場合は、前試合終了
後１０分後に開始します。
８．メンバー表は、大会プログラムによるものとする。メンバーの変更は、開会
式終了後の代表者会議で申し出ること。それ以外は、認めない。
９．選手の出場チェック（ＴＯ）については、クォーター開始1分前に行なうもの
とする。
１０．各ブロックにおける順位決定方法は、次の通りとする。
予選リーグ・決勝トーナメントとも延長戦を行う。同率の場合ゴールア
ベレージで決定。
※予選リーグにおける順位決定は、次の通りとする。
①勝ち数が多いチームが上位
②勝ち数が同じ場合はゴールアベレージの大きな方が上位
２試合の総得点÷２試合の総失
③ゴールアベレージが並んだ場合は当該チームの勝者が上位
④３チームともゴールアベレージが並んだ場合は抽選で順位を決定
１１．アップ割について
アップは別紙にて、全チームに一応割り振りがしてあります。必要な場合は活
用してください。必ず使う必要はありませんが、自チームの割り振り以外は使
用できませんのでご了承ください。
１２．応援について
全ての会場において、鳴り物（ペットボトル等を含む）による応援はご遠慮く
ださい。
１３．代表者会議
各会場で９：００より行います。
１４．競技を中止する場合
大会を実施できないと判断した際は、HP にて連絡を掲載します。注意して見
ていただきますよう、よろしくお願いします。
緊急の問い合わせ先
各地区部会長 西部 糀
中部 足立
東部 森 までお願いします。

第４３回 鳥取県ミニバスケットボール優勝大会
第１９回 鳥取県民スポーツレクリエーション祭

個人情報に関する取り扱いについて
標記の件について、平成１７年４月に施行された個人情報保護法に基づき、参加
申込書等によって取得される個人情報の取り扱いについて、次のように対応します。

今大会で取得した個人情報は、下記の目的のために使用し、利用目的以外に使用
することはありません。
参加申込書の提出をもって、これらの取り扱いに関してご承諾いただいたものと
して対応させていただきます。
１ 参加申込書に記載された情報の取り扱い
（１） 大会プログラムに掲載します。
（２） 競技会場内でのアナウンス等により紹介、コールされることがあります。
（３） 競技会場内外の掲示板等へ掲載されることがあります。
２ 競技結果(記録)等の取り扱い
（１） 大会記録、大会報告書、ホームページ等に掲載します。
（２） 認められた報道機関等により新聞、雑誌等へ掲載されることがあります。
３ 肖像権の取り扱い
（１） 認められた報道機関等が撮影した写真が新聞、雑誌、大会報告書等で公開さ
れる
ことがあります。
（２） 認められた報道機関等が撮影した映像が中継、録画放送されることがありま
す。
また、競技によってはプログラム販売を行うことがあり、大会役員以外の人に販
売されることがありますが、プログラムに目的外使用を禁止することを記載します。

（一社）鳥取県バスケットボール協会 U１２部会
※「このプログラムは、大会運営上必要な資料として作成されたものです。目的
以外の使用は堅く禁止します。
」

