
　　長野市ミニバスケットボール委員会

1 日　　時

2 会　　場 信州新町、南長野、ホワイトリング

3 参加教室 【男子】 市内ミニバス12教室

【女子】 市内ミニバス11教室

4 大会スケジュール

ホワイト 南長野 新町

指導者集合・準備 7:30 7:30 8:30

開場・選手集合 7:45 7:45 8:40

第1試合開始 8:30 8:30 9:30

駐車場、会場誘導係

準備、片付け、清掃

5 競技運営について

〔1〕競技規則　2020年度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準ずる。

24秒・14秒ルールーを採用する

コミッショナーは採用しない

〔2〕競技方法

・各ブロック編成で行う。

〔3〕備　　品 男子 女子

ホワイト 南長野 新町

城東男子A

加茂男子C

大豆島男子C

青木島女子A

川中島

安茂里

ファールスコアシート･筆記用具 川中島 川中島女子 安茂里女子

ライン･消去テープ 川中島 川中島女子 安茂里女子

〔4〕審判 ・基本は試合終了後次の審判を行う。

・審判用の服装を着用の上、審判をするよう努める。

〔5〕表　　彰 ・順位を決めない

　

〔6〕保護者会の協力 ・保護者会のご協力はございませんが、「会場出入口」担当のチームは

　出入口での入場チェック（1名～2名）および、

　公共の場所（お手洗い、会場出入り口など）の消毒をお願いいたします。

〔7〕会場使用上の注意 ・会場責任者に従う事！！

ケーブル 安茂里女子川中島女子

2020年 長野市交歓大会実施計画

9月21日(月) 9月22日(火)

川中島女子 若槻女子

安茂里女子湯谷男子

デジタイマー

デジタイマー･TOキット

当日全長野市スタッフ



A・Cコート：ホワイトリング Dコート：南長野運動公園体育館 Eコート：信州新町体育館

●ユニフォームの濃淡はタイムテーブルに従う

【男子】　

C3 C1 A1 A3

D3 D1 C1 C2

【女子】　

D6 D4

青木島 城東 大豆島 若槻

加茂 南部 安茂里 長沼A5

A7A6

A4

9月22日(火) E4

E2

E1

9月21日(月)E3

湯谷

篠ノ井 青木島D2

若槻

9月21日(月) 9月22日(火)

安茂里

2020年長野市交歓大会　組合せ

川中島

芹田 加茂C2

南部

城東 長沼A2

9月22日(火) 9月22日(火)

大豆島C3

湯谷

D5篠ノ井 川中島

9月21日(月)



会場責任者： 北村さん 男子 女子

時 間 審判 審判 TO 会場出入口

1 8:30 湯谷 × 青木島 湯谷 篠ノ井 篠ノ井 篠ノ井

2 9:50 篠ノ井 × 青木島 川中島 湯谷 湯谷 湯谷

3 11:10 篠ノ井 × 湯谷 篠ノ井 青木島 青木島 青木島

4 13:00 湯谷 × 川中島 篠ノ井 篠ノ井 篠ノ井 篠ノ井

5 14:20 篠ノ井 × 川中島 湯谷 湯谷 湯谷 湯谷

6 15:40 篠ノ井 × 湯谷 青木島 川中島 川中島 川中島

会場責任者： 伊東

時 間 審判 審判 TO 会場出入口

1 9:30 大豆島 × 若槻 長沼・川中島 安茂里 長沼・川中島 長沼・川中島

2 10:50 長沼・川中島 × 安茂里 大豆島 若槻 大豆島 大豆島

3 12:10 大豆島 × 安茂里 長沼・川中島 若槻 若槻 若槻

4 13:30 長沼・川中島 × 若槻 大豆島 安茂里 安茂里 安茂里

会場責任者： 長峰さん・太田さん

時 間 審判 審判 TO 審判 審判 TO

1 8:30 南部 × 城東 青木島 長沼 長沼 川中島 × 加茂 若槻 芹田 芹田 長沼 芹田

2 9:50 長沼 × 城東 加茂 南部 南部 芹田 × 加茂 大豆島 川中島 川中島 南部 川中島

3 11:10 長沼 × 南部 城東 城東 城東 芹田 × 川中島 安茂里 加茂 加茂 城東 加茂

4 13:00 青木島 × 城東 長沼 加茂 加茂 若槻 × 安茂里 芹田 大豆島 大豆島 加茂 大豆島

5 14:20 南部 × 加茂 南部 城東 城東 大豆島 × 安茂里 川中島 若槻 若槻 城東 若槻

6 15:40 青木島 × 加茂 城東 南部 南部 大豆島 × 若槻 加茂 安茂里 安茂里 南部 安茂里

7 17:00 南部 × 城東 加茂 青木島 青木島 青木島 加茂

①　試合は前半（６分－1分－６分）－３分－後半（６分－1分－６分）としハーフタイムの練習は行わず、1時間20分で収まる様にすること(ベンチエリアの消毒も含む)

②　コロナ感染予防のため、試合前と後の挨拶の際の握手はしないでお辞儀のみとし、してチームのベンチへの挨拶も全員では行かない

③　 試合終了後は速やかにベンチを開けるが、その際コロナ対策としてアルコールでの除菌をすること。

④　 TOの担当チームは必ずスタッフが後ろに付いて指導すること。

⑤  蜜を避ける観点からコミッショナーは置かない。

　2020年長野市交歓大会　タイムテーブル

会場出入口

9月21日(月)

ホワイトリング　Ａコート

信州新町　Eコート

南長野　Dコート

ホワイトリング　Cコート

9月22日(火)


