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第５回 名寄地区高校部会強化練習会

平成２８年度 バスケットボールウィンターフェスティバル名寄大会 実施要項

１ 期 日 ２０１７年 １月 ８日（日）～ ９日（月）

２ 参 加 校

＜男子参加校（１０校）＞

ゲスト校（６校） 稚内高校 稚内大谷高校 浜頓別高校 天塩高校 栗山高校

名寄中学校（９日のみ参加）

ホスト校（４校） 名寄高校 名寄産業高校 士別翔雲高校 下川商業高校

＜女子参加校（６校）＞

ゲスト校（３校） 稚内高校 浜頓別高校 名寄中学校（９日のみ参加）

ホスト校（２校） 名寄高校 士別翔雲高校 名寄産業高校

３ 会 場 名寄市スポーツセンター（男子会場） 住所 名寄市西７条南１２丁目

名寄産業高校名農キャンパス体育館（８日女子会場）住所 名寄市字緑丘３番地３

名寄中学校体育館（９日女子会場） 住所 名寄市豊栄１０１番地１

４ 試合方法 ハーフゲーム（１０分×２本）

５ 日 程 １月 ８日（日） 競技会 １０：００～１７：００

９日（月） 競技会 ９：３０～１６：００

６ 連絡事項 ○各チームで審判が可能な人は、ご協力ください。

○オフィシャルについては、タイムテーブル表を確認し、協力して行ってください。

○会場校に迷惑がかからないように、選手への指導を徹底してください。

（ゴミは各チームで持ち帰るよう、お願い致します。）

○立入禁止区域には絶対に入らないようにしてください。

○男子のアップは客席サイドスペースをご利用ください（ボール使用不可）。

女子のアップは１階の廊下をご利用ください（ボール使用不可）。

○昼食は各チーム、会場内（男子：客席、女子：ステージ・控え室）でとってください。

○参加校は大会参加料として１チーム5,000円（女子は無料）を徴収します。

＜運営費（会場使用料・暖房費・ラインテープ代）＞

○会場は８：３０以降です。１日目は会場設営がありますのでホスト校のご協力をお願

いいたします。また、２日目の使用が１７時までになりますので最終試合終了後、ホ

スト校中心に会場撤去作業のご協力をお願いいたします。

○男子顧問の先生方は、当日会場につきましたら事務局控え室までお越し下さい。

（参加料の集金と大会運営・会場使用について確認のため）

７ 大会についての問い合わせ

女子担当：石崎 真悟（名寄産業高校 ℡01654-2-3067）

男子担当：笠木 元太
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ウィンターフェスタ２０１６名寄大会 女子タイムスケジュール
１月 ８日（日）

時間帯 名農キャンパス体育館 ＴＯ 1日目 ２日目 合計

１ 10:00~10:30 名寄 ｖｓ 浜頓別 名寄産業 名寄産業 ４ ６ １０

２ 10:40~11:10 士別翔雲 ｖｓ 稚内 名寄 名寄 ４ ６ １０

３ 11:20~11:50 名寄産業 ｖｓ 浜頓別 士別翔雲 士別翔雲 ４ ６ １０

４ 11:55~12:25 名寄 ｖｓ 稚内 名寄産業 稚内 ４ ６ １０

５ 12:30~13:00 士別翔雲 ｖｓ 浜頓別 稚内 浜頓別 ４ ６ １０

６ 13:05~13:35 名寄産業 ｖｓ 名寄 浜頓別 名寄中 ６ ６

７ 13:40~14:10 士別翔雲 ｖｓ 稚内 名寄

８ 14:15~14:45 士別翔雲 ｖｓ 名寄産業 稚内

９ 14:50~15:20 名寄 ｖｓ 浜頓別 士別翔雲

10 15:25~15:55 名寄産業 ｖｓ 稚内 浜頓別

１月 ９日（月）

時間帯 名寄中学校体育館 ＜オフィシャルについて＞

Ａ ＴＯ Ｂ ＴＯ ○試合時間はハーフゲーム２Ｑ制（１Ｑ１０分）。

１ 9:30~10:00 名寄中 ｖｓ 稚内 名寄産業 士別翔雲 ｖｓ 浜頓別 名寄 ○ハーフタイムは２分間。

２ 10:10~10:40 名寄産業 ｖｓ 稚内 名寄中 名寄 ｖｓ 浜頓別 士別翔雲 ○ゲーム間のインターバルは５分間。

３ 10:50~11:20 名寄産業 ｖｓ 名寄中 稚内 名寄 ｖｓ 士別翔雲 浜頓別 ※２・３試合目の間は１０分。

４ 11:30~12:00 浜頓別 ｖｓ 名寄中 名寄産業 稚内 ｖｓ 士別翔雲 名寄 ※２日目の試合の間は１０分。

５ 12:10~12:40 浜頓別 ｖｓ 名寄産業 名寄中 稚内 ｖｓ 名寄 士別翔雲 ○タイマーは基本的には流すが次の場合は止める。

インターバル １.ファールによりフリースローが与えられた場合。

６ 13:30~14:00 名寄産業 ｖｓ 名寄 稚内 名寄中 ｖｓ 士別翔雲 浜頓別 ２.プレイタイムが１分切った場合（通常ルール）。

７ 14:10~14:40 名寄産業 ｖｓ 稚内 名寄 浜頓別 ｖｓ 士別翔雲 名寄中 ○ＴОがあるチームは速やかに業務に入る。

８ 14:50~15:20 名寄 ｖｓ 稚内 名寄産業 浜頓別 ｖｓ 名寄中 士別翔雲

９ 15:30~16:00 名寄 ｖｓ 名寄中 稚内 名寄産業 ｖｓ 士別翔雲 浜頓別
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ウィンターフェスタ２０１６名寄大会 男子タイムスケジュール
１月 ８日（日）

時間帯 名寄スポーツセンター １日目 ２日目 合計
Ａ ＴＯ Ｂ ＴＯ 名寄産業 ５ ５ １０

１ 10:00~10:30 名寄産業 ｖｓ 士別翔雲 名寄地区 下川商業 ｖｓ 名寄 名寄地区 下川商業 ５ ４ ９
２ 10:40~11:10 稚内大谷 ｖｓ 士別翔雲 名寄産業 栗山 ｖｓ 稚内 下川商業 名寄 ５ ５ １０
３ 11:20~11:50 名寄産業 ｖｓ 天塩 士別翔雲 浜頓別 ｖｓ 下川商業 稚内 士別翔雲 ５ ５ １０
４ 11:55~12:25 名寄 ｖｓ 稚内 天塩 稚内大谷 ｖｓ 下川商業 浜頓別 稚内 ５ ４ ９
５ 12:30~13:00 名寄 ｖｓ 天塩 稚内 浜頓別 ｖｓ 士別翔雲 稚内大谷 稚内大谷 ５ ４ ９
６ 13:05~13:35 名寄産業 ｖｓ 稚内 名寄 栗山 ｖｓ 士別翔雲 浜頓別 浜頓別 ５ ４ ９
７ 13:40~14:10 天塩 ｖｓ 浜頓別 名寄産業 栗山 ｖｓ 稚内大谷 士別翔雲 天塩 ４ ５ ９
８ 14:15~14:45 名寄 ｖｓ 浜頓別 天塩 稚内 ｖｓ 下川商業 栗山 栗山 ５ ４ ９
９ 14:50~15:20 天塩 ｖｓ 稚内大谷 浜頓別 名寄産業 ｖｓ 栗山 下川商業 名寄中 ４ ４
10 15:25~15:55 名寄 ｖｓ 稚内大谷 天塩 士別翔雲 ｖｓ 稚内 栗山
11 16:00~16:30 名寄産業 ｖｓ 浜頓別 名寄 下川商業 ｖｓ 栗山 士別翔雲

１月 ９日（月）

時間帯 名寄スポーツセンター ＜オフィシャルについて＞
Ａ ＴＯ Ｂ ＴＯ ○試合時間は１０分ハーフ。

１ 9:30~10:00 士別翔雲 ｖｓ 栗山 稚内大谷 名寄産業 ｖｓ 天塩 稚内 ○ハーフタイムは２分間。
２ 10:10~10:40 名寄 ｖｓ 栗山 士別翔雲 下川商業 ｖｓ 浜頓別 天塩 ○試合と試合の休憩間は５分間。
３ 10:50~11:20 名寄 ｖｓ 稚内大谷 栗山 名寄中 ｖｓ 稚内 下川商業 ※２・３試合目の間は１０分。
４ 11:25~11:55 士別翔雲 ｖｓ 稚内大谷 名寄 名寄産業 ｖｓ 稚内 名寄中 ○タイマーは基本的には流すが次の場合は時間を止める。
５ 12:00~12:30 下川商業 ｖｓ 天塩 稚内大谷 栗山 ｖｓ 浜頓別 稚内 １．ファールによりフリースローが与えられた場合。
６ 12:35~13:05 下川商業 ｖｓ 名寄産業 天塩 名寄中 ｖｓ 浜頓別 栗山 ２．プレイタイムが１分切った場合（通常ルール）。
７ 13:10~13:40 名寄 ｖｓ 天塩 名寄産業 士別翔雲 ｖｓ 稚内 浜頓別 ○ＴОがあるチームは速やかに業務に入る。
８ 13:45~14:15 名寄産業 ｖｓ 稚内大谷 名寄 名寄中 ｖｓ 栗山 士別翔雲
９ 14:20~14:50 下川商業 ｖｓ 稚内大谷 名寄産業 士別翔雲 ｖｓ 浜頓別 名寄中
10 14:55~15:25 天塩 ｖｓ 名寄中 稚内大谷 名寄 ｖｓ 稚内 浜頓別
11 15:30~16:00 天塩 ｖｓ 士別翔雲 名寄中 名寄 ｖｓ 名寄産業 下川商業




