
第４７回北海道ミニバスケットボール大会兼 

第５３回全国ミニバスケットボール大会 

稚内・名寄・留萌地区男女合同予選会

日時：令和３年１１月１３日（土）～１４日（日） 

場所：美深町町民体育館 

主催  

名寄地区バスケットボール協会 



第４７回北海道ミニバスケットボール大会兼 

第５３回全国ミニバスケットボール大会 

稚内・名寄・留萌地区男女合同予選会 

開 催 要 項
１.主 管：名寄地区バスケットボール協会

２．日 程：令和３年１１月１３日（土）・１４日（日） 

３．会 場：美深町町民体育館 （中川郡美深町字西 1条北 1丁目） 

４．参加チーム及び参加料 

男子（５チーム） 

アルピナ（稚内地区）、羽幌（留萌地区）、枝幸（稚内地区）、名寄（名寄地区）、士別（名寄地区） 

女子（５チーム） 

アルピナG（稚内地区）、羽幌（留萌地区）、枝幸（稚内地区）、名寄（名寄地区）、士別（名寄地区） 

・１チーム８．０００円の参加料を会場にて徴収いたします。 

５．試合方式及びルール 

 《試合形式》 

男女ともに総当たりのリーグ戦 

  【共通ルール】 

    日本ミニバスケットボール競技規則に準ずる。 

    ・４Q 終了時点で同点の場合は延長戦を行わない。 

    ・リーグ戦で勝敗が並んだ場合は，ゴールアベレージの高い方を上位とする。 

    ・各チームに TO並びにコミッショナー（１名）を割り当てます。 

    ・その他のルールについては，日本ミニバスケットボール競技規則に準ずる。 

※１０名以上で大会エントリーしたチームが大会当日に１０名未満しか試合に出場できない場合

や、８名または９名で大会エントリーしたチームが大会当日に大会エントリー数に満たない人数

しか試合に出場できない場合、試合は行うが、不成立とする。 

６．タイムスケジュール（予定） 

１１月１３日（土）開    場  １０：0０       １１月１４日（日） 開    場 ８：００ 

競技開始 1１：00～                     競技開始 ９：0０～ 

競技終了 １6：50                      競技終了 １4：50 

                     閉 会 式 １５：0０ 

                                       会場片付 ～１７：００ 



７．審判 

 名寄地区協会審判員及び各チーム帯同審判員 

 ※審判割については地区審判員の出席取りまとめが終わり次第、改めてご報告いたします。 

８．開会式・閉会式  

  開会式は行わない。閉会式は、試合日程が終了次第、１位、２位及び３位のチームに表彰状の授与

を行う。 

９.お願い 

１）試合前のウォームアップについては、その日の第１試合のチームは体育館で、第 2試合以降は、

小体育室をご利用下さい。なお、小体育室の利用については、ボールの使用及び飲食を禁止い

たします。 

２）ごみ等については、各チームで持ち帰りの徹底をお願いいたします。 

３）貴重品等の管理については、各チームで責任をもって管理してください。紛失等があった場合で

も主催者側は責任を負いかねます。 

４）当施設は、敷地内禁煙です。喫煙ルールを守り、各チームにおいてマナーの徹底をお願いいたし

ます。喫煙される方は、携帯灰皿を持参し、必ず敷地外でお願いいたします。 

  昨年、玄関付近で喫煙されていた方が散見されましたので厳守願います。 

５）駐車場につきましては、お互いにマナーを守り、事故のないように使用していただきますようお願

いします。また、近隣住民の迷惑になるため、会場駐車場以外の駐車（路上駐車等）はやめてく

ださい。 

  ※トラブルがあった場合、主催者側では一切責任を負いかねます。 

６）ビデオ撮影は、アリーナで大会運営に支障ないようマナーを守ってください。また、当施設内の電

源の使用は不可とし、ビデオカメラなどの電源及び充電を当施設のコンセントから取ることは禁

止いたします。 

7）その他、別紙の新型コロナウイルス感染対策ガイドラインを徹底してください。 
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別紙 

新型コロナウイルス感染症対策について 

各関係機関の感染症対策ガイドラインに従うとともに名寄地区バスケットボール協会U１２部会

独自の感染症予防対策を行い、本大会を運営する。各チーム責任者は、下記の注意事項を確認し、

チーム関係者へ周知徹底させてください。大会前に関係者に感染者が発生した場合、中止となる可

能性もありますのでご承知願います。 

また、名寄地区バスケットボール協会Ｕ１２部会は、万が一新型コロナウイルスの感染者が発生した

場合、個人及び団体への感染症に係るすべての賠償責任を負いかねますので関係各位に周知徹底

願います。 

 【チーム・選手】 

・大会２日前の対外試合を禁止する。 

・大会前の２週間において、発熱等感冒症状で欠席のある者は出場できない。 

・登録選手及び指導者は、「健康チェックシート【参加チーム用共通】」及び「健康チェックシート【大

人用共通】」を提出すること。また、保護者も含めた「利用名簿【共通】」を作成の上、提出願いま

す。 

・同居家族に感染が疑われるような者がいる場合は出場できない。 

・体調不良、発熱及び感冒症状のある者は参加できない。 

・会場内移動において、競技時以外の時間帯はマスクを着用すること。 

・試合前、試合後は手洗いを実施すること。 

・試合前、試合後の選手同士、審判員との握手や接触は避けること。 

・両チーム応援席への挨拶を実施しない。 

・円陣はしない。 

・倒れた選手に手を貸さない。 

・ハイタッチ、抱擁を行わない。 

・咳エチケットを守ること。 

・ボトルを共有しないこと。 

・タオルを共用しないこと。 

・コート上でチームメイト、審判と会話する際にもお互いの距離について配慮すること。 

・大きな声での声援は控えてください。 

【観客・保護者】 

・感染予防対策として美深町町民体育館（以下当施設）の利用ガイドラインに従う。 

・観戦する保護者は、「健康チェックシート【大人用共通】」を提出すること。 

・大会関係者以外の施設入場を原則禁止する。 

・観戦を許可する者は、選手の保護者及びその同居家族（以下、保護者等）とする。 

・マスクは必ず着用する。 

・観客の入れ替え制について 

  観客の入れ替えは原則行いませんが、新型コロナウイルス感染拡大を考慮し、自チームの試合以

外は自主的な退館をお願いします。また、施設内が密な状態になった場合、大会運営側より退館を

お願いする場合がございますのでご了承ください。 



・チーム責任者は別紙「健康チェックリスト・承諾書」及び「利用者名簿」を作成し、大会両日の朝に

本部へ提出する。 

・保護者等の方々にその所属が一目でわかるために「サポーターズカード」の使用をお願いいたし

ます。大会会場に入場できるのは、「サポーターズカード」を掲げている方のみとなります。 

・観客席はもっとも密となる場所のため、アリーナ内の観客席を２０席（ビデオ撮影者も含む）までと

する。その他の観客については、ギャラリーでの観戦とする。両場所ともに応援は拍手をもってのみ

とする。選手への接触や声かけはしないこと。また選手も求めてはならない。 

・試合終了後、観戦している保護者は、観戦席、選手ベンチの物品を消毒してからアリーナを退出す

る。（消毒薬については、大会本部が用意する。） 

・ＴＯは試合が終わり次第、各機材等を消毒しアリーナを退出する。（消毒薬については、大会本部

が用意する。） 

【会場】 

・体育館内の出入り等で選手及び保護者等で使用する消毒薬については、各チームで用意し、こま

めな消毒を心掛ける。 

・換気の悪い密閉空間にしないよう、定期的に外気を取り入れ換気する。 

・試合前後のミーティングにおいても３密を避けること。 

・放送機器等を使い、適宜会場全体に周知行為を実施する。 

・ベンチについては、イスの間隔を可能な限り空ける。 

・大会本部は試合後、選手ベンチ・TO・観客席等の物品の消毒を各チーム保護者に協力してもらう

よう促す。 

・更衣室は密を避けるため、対戦相手と話し合い、更衣時間をずらして使用すること。また、使用後は

保護者で消毒を行うこと。 
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