「第３９回京都ミニバスケットボール選手権大会」代表者会議次第
2021.11.7 PM6:30 ～
クアスポくちたん 大会議室
（ZOOM オンライン会議）

１．開会あいさつ

２．大会要項の確認
令和 3 年 10 月 18 日付「第 39 回京都ミニバスケットボール選手権大会要項」のとおり。

３．参加チームの確認
Zoom で参加のチームについては WEB 画面上で、確認します。
参加者名を「チーム名 （男子・女子・男女）
」として下さい。
４．抽 選
サマー大会の結果をもとに割り当てたシード順に行います。
※ZOOM で参加のチームは、役員による代理抽選になります。
５．本大会における感染拡大防止対策について
別紙「選手権感染防止策」のとおり
・ご一読いただき、チーム内での徹底及び試合当日のご協力をお願いいたします。
6．大会の中止の判断について
以下の条件の場合大会を中止することがあります。
・緊急事態宣言が発令され、京都府の「緊急事態措置」により大会の開催が困難になった場合。
・参加予定のチームのうち、一定数のチームが、出場を辞退した場合は、大会中止の判断をすることがある。

7．組み合わせの変更について
・棄権のチームが出た場合、組み合わせを変更することがある。
（原則として、勝ち上がりに関係する変更は
行わない）
・当日に棄権となることも想定されるため、審判・TO など割り当ての変更についてもご理解とご協力をお願
いします。
なお、当日の組合せなどについては、大会本部に掲出しますので、ご確認の上、ご対応をいただきます
よう重ねてお願いいたします。

8．同意書の提出
・本大会に参加するチームには、別紙同意書の提出を義務付けます。メンバー表と一緒に試合当日に提出し
てください（自署）
※2 日目以降において、同意書の提出は必要ありません。代表者会議で提出いただいても結構です。

9．観戦者について
・本大会の観戦については、当該試合のチーム関係者に限定します。１２月５日（日）及び１２日（日）に
ついては、会場の関係から人数制限を行います。ご不自由をおかけいたしますがご協力をお願いします。
（別紙「選手権感染防止策」のとおり）
・観戦者については、各チームで氏名・連絡先などの管理をお願いします。また、健康チェックシートの提出
の無い方・「来場者名簿」に記載の無い方は、観戦できません。

10．駐車場及び体育館利用上の注意事項について
・駐車場及び体育館利用上の注意事項については、組み合わせ表の送付と一緒に送信します。コピーしてチー
ム内に配布するなど、必ず徹底してください。
「聞いていない」と言われトラブルになることが後を絶ちま

せん。チーム内で徹底してください。
・口丹波勤労者福祉会館のみ駐車券を発行します。
（駐車台数制限があります）
・駐車場内での事故については、主催者及び体育館では責任を持つことはできませんので、あらかじめご承知
おき願います。

11．体育館入館時間について
・選手、指導者の体育館入館時間は次の通りとします。
12 月 4 日・11 日
山城運動公園（太陽が丘）
12 月 5 日
あやべ日東精工アリーナ
12 月 12 日
クアスポくちたん
12 月 18 日
横大路運動公園
12 月 25 日
横大路運動公園
12 月 26 日
横大路運動公園

８：２０
８：２０
８：４５
８：４５
９：００
８：４０

※下記の「会場準備」のための入館時間とは異なりますのでご注意ください。

12．会場準備のご協力のお願い
（会場準備）
・ミニ連役員のおられないチームにつきまして、各チームからお一人ずつ、下記の日時に会場準備（ラインテ
ープ貼り等）のお手伝いをお願いいたします。
12 月 4 日・11 日
山城運動公園（太陽が丘）
８：００
12 月 5 日
あやべ日東精工アリーナ
8：００
12 月 12 日
クアスポくちたん
８：３０
12 月 18 日・25 日
横大路運動公園
８：３０
・いずれも、当日試合のあるチームでけっこうです。
・１２／２６日（日）の横大路会場の準備はありません。ただし、第 1 試合開始の 30 分前に代表者打ち合
わせを行いますのでご注意ください。

13．代表者打ち合わせについて
試合当日の会場準備の開始前に、代表者打ち合わせを行いますので、集合時間に遅れないようにお願いし
ます。当日、準備の無い１２/２６（日）は、第 1 試合開始の 30 分前に大会本部で行います。

14．開会式について
・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、今大会は開会式を行わない。

15．体育館片付けについて
・１２/２５（土）の横大路会場以外は、体育館の片付けがあります。役員はもちろんですが、各チーム代表
の方も、可能な限りでお手伝いをお願いします。
・最終試合対戦チームの選手もモップ掛けを手伝ってください。
16．選手登録について
・参加には、チーム、選手とも「JBA 登録」が必要です。
・
「JBA 選手登録」は、公式戦への参加の有無にかかわらず、練習などのチーム活動に参加している選手全
員の「JBA 登録」をお願いします。
・試合当日のエントリー変更については、会場到着後速やかにエントリー変更シートを本部まで提出して下
さい。エントリー変更の締め切りは、試合開始予定時間の 1 時間前とします。
なお、エントリー変更は、参加申し込み後に新たに加入があった場合や登録漏れ、試合当日の病気等によ
る欠席など、やむをえない場合に限るものとします。番号のみの変更は認めませんので、ご注意下さい。

・ベンチ入り指導者等についてもエントリー変更が必要ですので、ご注意ください。
・エントリー変更は、当日限り有効ですので、２日目、３日目等に変更が生じる場合は、その都度
提出してください。
17．審判・ＴＯについて
・審判については、「ホイッスルカバー」の装着を義務付けます。また、審判用マスクの着用を推奨します。
・審判、ＴＯついては、原則として次のルールで割り当てします。ただし、組合せ等によりこのとおりとはな
らない場合が出てきます。組合せ送付時に改めて連絡しますので確認願います。

（基本ルール）
・審判は、前の試合のチームが入る（いわゆる「後審」
）
。
・ただし、第 1 試合の審判は、組合せに基づく指名チーム（原則として第 3 試合のチーム）があたる
ものとする。また、三つ巴ブロックは、組合せに基づく指名チームとすることがあります。
・ＴＯは、別紙「選手権感染防止策」のとおり割り当てます。
・ただし、第１試合のＴＯは、組合せに基づく指名チーム（原則として第 3 試合の濃色チーム）があ
たるものとする。※感染防止対策のため前後半で入れ替えは行いませんのでご了承ください・
・ベスト８以上（12 月２５日及び２６日）の試合については、原則、指名審判としますが、割り当てが困難
な場合もありますので、各チームにおいても帯同審判の準備をお願います。
・審判ができるのは公認審判（Ｅ級含む）のみとします。
（これらがおられないチームについては、大会参加
ができないことがあります）
・審判ライセンスカードは必ず携帯してください（試合前にチェックします）
。登録の関係から手元にカード
が届かない場合は、PDF を印刷して持参してください。
・審判員の服装は、正規のレフリーシャツおよび黒スラックス・黒の靴下です。ライセンスのワッペンも必ず
付けてください。
・ＴＯの後ろには必ずＴＯチームの指導者が着いてください。困難な場合は、早目にＴＯ委員長〔大会本部〕
までご申し出てください。
・各クォーターにおいて、４つ目のチームファールのコールを確認した後に、５ファールを示す「赤い筒」を
被せてください。
（５つ目のチームファールの時に、審判がすぐにフリースローであることが分かるように
するため）
・タイムは「全試合で全止め」です。ご注意ください。

18．スコアシート用メンバー表の提出について
・スコアシート用メンバー表について、遅くとも試合開始の 1 時間前までに本部席に提出願います。
※ スコアシートに貼付する必要があるため、できるだけ会場に到着後すぐに提出をお願いします。

19．コーチライセンスおよび審判ライセンスの確認について
・
「コーチライセンスカード」および「審判ライセンスカード」は、ネックストラップに入れて首から下げ
てベンチ入りしてください。
（コーチ・審判とも「Ｅ級」はパソコンからのプリントアウトになります）
・審判は、必ずワッペンを胸に貼付してください。
・試合開始５分前（準備が整わないときは最低でも３分前まで）に、主審の招集により、両審判・両チーム
ヘッドコーチ（監督）がＴＯ席に集まり、コーチライセンス及び審判ライセンスを相互確認します。
・試合当日にライセンス取得者がベンチ入りできない場合（ベンチにライセンス取得者がいない場合）
、第１
試合開始前に、
「大会中のコーチ資格保持者不在による報告書」を提出してください。
ただし、当該チームにライセンス取得者が現におられ、当日にベンチ入りできない理由がやむを得ないも
のである場合のみ認められます。

20．第 39 回京都ミニバスケットボール選手権大会のシードについて
・サマー大会の結果を参考に、第 39 回京都ミニバスケットボール選手権大会のシードを割り当てます。

2１救急時の対応について
・熱中症やケガ等により救急車の要請が必要なケースもあると思います。その場合は、U12 部会役員を通じ
体育館サイドに連絡が必要となりますので、ご注意ください。
→ 救急車の出動要請自体は、急を要するため、先にチームや関係者でしていただければけっこうです。
その後直ちに「救急車の出動を要請した」ことを U12 部会役員に連絡願います。

2２．会場における違法行為等への注意について
・どの会場に関わらず、置き引きの被害が発生しています。チーム荷物の周りには、必ずチーム関係者がいる
ようにしてください。
・また、盗撮などの行為にも注意をお願いいたします。
・いずれにしても、不審な人物がいれば、すぐに役員までご連絡ください。

2３．その他体育館利用上の注意事項（一般的事項

－各会場共通― ）
（共通事項）
・ゴミは必ずお持ち帰りください。施設にゴミ箱があっても捨てないようにお願いします。
・館内のコンセントは使用禁止です。

・館内は全面禁煙です。喫煙ができるのは指定された場所のみです。
・組み合わせ送付時等に、駐車場及び体育館利用上の注意事項をお送りしますので、チームの責任において、
関係者に周知・徹底していただくようお願いします。
・着替えについては、密にならないように配慮しながら、必ず更衣室で行うようにして下さい

2４．気象警報等発令時における大会実施の判断について
・気象警報等発令時における大会実施の判断については、次の通りとします。
１．午前６時の時点において、大会会場/開催地において、大雨・洪水・暴風・大雪警報のいずれかが発
令されている場合、大会は中止とする。
２．大会会場が複数に亘る場合、いずれかの会場において上記の状況となった場合、全ての会場におい
て、大会は中止とする。
３．午前６時以降において上記の状況となった場合は、そのときの状況を鑑みて判断するものとする。当
然、大会の途中中止もありうる。
４．中止または途中中止となった場合の大会の措置については、改めて協議する。
５．大会の動向についての確認は、各チームはブロック代表者に、ミニ連役員は所属委員長に確認するも
のとする。

２５．選手権大会記念 T シャツについて
・選手権大会記念Ｔシャツについては、すでにご案内の通りで、１０月３１日に第１次申し込みを締め切って
います。締め切り日までのお申し込みのチームについては、選手権大会の各会場において、申込チーム最初
の試合日にお渡しいたします。
・第１次締め切りに間に合わなかった場合でも随時受け付けはさせていただきますので、お申し込みいただ
きますようお願いいたします。なお、第 1 次締め切りに間に合わなかったものについては、宅送となるか、
２月の新人戦大会の会場でのお渡しとなります。また、最終締め切りは１２月３１日とさせていただきま
す。併せてご確認をお願いいたします。

２６．その他
・「スコアシート用メンバー表について」「ミニ連登録について」「JBA 公認ライセンス制度の義務化につい
て」
「マンツーマンの推奨について」
「試合前におけるコーチライセンス・審判ＩＤの確認について」
「合同
チームと統合チームについて」
「ありがとうリスペクトキャンペーンについて」「代表者会議への出席につ
いて」は、従来より説明させていただいているとおりです。
・U12 部会ホームページにもアップしておりますので、ご確認願います。
（改めてデータでは送りません）
・マスクについて、京都府・JBA では、
「不織布マスク」の着用を推奨されています。ご配慮いただきますよ
うお願いいたします。

２７．各委員会からの連絡事項
審判委員会

2021 年 4 月から競技規則が改正されていますので、必ずご確認をお願いします。
JBA 競技規則と統合され
「ミニバスケットボールの適用規則」
として整理されています。
マンツーマンペナルティーは、1 ショット＋ボールポゼッションです。お間違いの無い
ようお願いいたします。

MC 委員会

帯同 MC とし、参加の各チームに割り当てを行います。ただし、ベスト８からは、指名
MC します。あらかじめ「マンツーマンディフェンスの基準規則」
（2021.4）をダウン
ロードしてご確認ください。
（ http://www.japanbasketball.jp/wp-content/uploads/mandf_Regulation_20210421.pdf ）

TO 委員会

JBA の TO マニュアルが作成されました。
「TO マニュアル簡易版」をダウンロードし
て、内容をご確認いただき TO 指導に役立てて下さい。
（http://www.japanbasketball.jp/files/to/manual/JBA-TO_manual_simpleversion.pdf）

DC 委員会

２８．その他
２９．閉

会

10 月 30 日からトライアウトを実施し、R3 年度の活動を開始しています。
活動への選手の参加について、ご理解とご協力をお願いいたします。

