
令和４年度 苫小牧地区バスケットボール協会 U-12部会 競技部 
 

令和 4年 4月 1日 現在 

１．活動内容 

①各会場設営願いおよび撤収願い    ⑤プログラム・スコアーシートの作成、管理、配布 

②コート管理               ⑥試合の結果報告（ホームページ、報道機関） 

③TO 器具・試合球の管理、保管依頼  ⑦ホームページ管理、競技者登録 

④代表者会議の開催         

 

２．活動計画 

（１）各代表者会議・各大会開催日程 

内    容 日    時 場    所 備    考 

春季大会代表者会議 

兼理事総会 

令和４年4月30日（土）   

 

春季 

ミニバスケットボール大会 

 

令和4年   ５月１４日（土） 

   ５月１５日（日）

５月２１日（土） 
       ５月２２日（日） 

５月２８日（日） 

苫小牧市総合体育館 

苫小牧市総合体育館 
白老町総合体育館 

白老町総合体育館 

門別総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

１次リーグ 

１次リーグ 

２次トーナメント 

２次トーナメント 

決勝リーグ 

前期リーグ戦案内(メール)    

前期リーグ(予定) 令和4年 ６月～７月(予定)  

 

未定  

 

ｻﾏｰﾌｪｽﾃﾊﾞﾙ in旭川 

（全道夏季交歓大会） 

令和 4 年          

７月 29 日(金)～31 日(日) 

旭川市  

後期リーグ戦案内(メール)    

後期リーグ(予定) 令和4年 ８月～９月(予定) 
 

未定  

HBA９０周年事業 令和４年９月１０日(土)～１１日(日) 未定 内容未定 

HBA９０周年式典 令和４年１０月22日(土) 未定 内容未定 

秋季大会代表者会議 
令和4年10月15日（土）予定 

未定  

 

秋季 

ミニバスケット 
ボール大会 

苫小牧民報社 

令和4年 １0月29日（土） 

 10月30日（日） 
           １１月 4日（日）    

１１月 5日（日） 

     １１月26日（土）     

１１月27日（日）     
１２月13日（日） 

 

白老町総合体育館 

白老町総合体育館     
白老町総合体育館 

白老町総合体育館 

白老町総合体育館 

白老町総合体育館 
白老町総合体育館 
（すべて予定） 

 

１次リーグ 

１次リーグ 

１次リーグ 

１次リーグ 

２次トーナメント 

２次トーナメント 

決勝リーグ   全道選手権大会代表チームを選考する。 

U-10交歓大会   ４年生以下５名以上で参加。 

全道選手権大会 令和５年１月 12 日(木)～15 日

(日) 
恵庭・江別市  

冬季大会代表者会議 令和5年 １月１4日（土） 未定  

U12冬季大会（予定） 令和5年 1月28日（土） 
       1月29日（日） 

      ２月 4日（土）  

     ２月 5日（日） 

未定 

未定 

未定 
未定 

１次リーグ 

１次リーグ 

２次トーナメント 

決勝リーグ 

道南ﾌﾞﾛｯｸｴﾘｱ大会（新設)） 令和年 2月23日(木)祝日 

 

登別市 北海道大会参加ﾁｰﾑ以外の上位ﾁｰﾑ男

女2ﾁｰﾑ予定 

＊大会会場についてですが、諸事情により変更する場合があります。  

全道夏季交歓大会 

代表チームを選考する 



 

 

（２）申し送り事項 

①代表者会議について 

・必ずチーム代表者１名が出席。（会議がある時間に練習試合や遠征を入れないようにしてください。遠

くから来ておられる方もいらっしゃいます。） 

・事前に各チームの大会出場について確認し、JBAのホームページにて大会のエントリーをする。 

・メンバー表の提出はＥメールです。指定した期日までに提出（厳守）すること。毎回提出が遅れたり、

代表者会議に欠席しているチームがありますので、繰り返すようであれば理事長と相談の結果、大会不

参加など厳正に対処します。どの大会も欠場する際は競技委員長に連絡をする。 

・メンバーの報告がないときは、欠場と判断する。 

⇒相馬正宏メールアドレス（koutakmikmas1126@ab.auone-net.jp） 

今年度はこちらのアドレスにお願いします 

 

 

②メンバーについて 

・変更・追加は、開会式までに報告すること。その後の変更は一切認めない。変更・追加の場合は

そのことを相手チーム、審判、競技委員に連絡。スコアーシートにも変更したものを記載。（各会場の

スコアーシートの中にメンバー変更用紙を入れておきます。）勝ち上がった場合、その都度同じように

相手チームに連絡。） 

・個人情報や仕事の軽減化を図るために今年度もプログラムを作成しない。 

 ただし、チームの代表者にプログラムをメールで送信する。（協賛者用に、１０部程度のみ作成する） 

 

③組み合わせについて 

・春季大会は新人戦の１～３位のチームにシード権を与える。（今年度は新人戦中止のためフリー抽選） 

・秋季大会は、春季大会の１～３位のチームにシード権を与える。 

・新人戦はフリー抽選とする。  

 

④注意連絡事項 

・試合開始５分前までに、スタメンチェックシートを提出すること。 

・どの大会もオープン参加を認める。ただし、オープン参加のチームや当日けがや病気（インフ 

ルエンザ）など以下の通りになる。（オープンの場合は、０－２０で負け） 

１）１０人以上登録をしているチームに関しては、試合当日 9 人以下の場合はオープン参加と 

なる。 

２）9 人、8 人の場合は、登録をしている人数から１人でもかけた場合はオープン参加となる。 

※JBA の規則に準じて行う。 

・５人に満たないチームに関しては他のオープン参加のチーム同士と協議の上合同チームも認め

る。ただし、勝ち上がりはできない。 

・コーチは試合の時にライセンス着用のこと。（会場に来たらまず本部席で役員〔競技委員など〕

に確認し、試合前に審判に確認してもらう。）→全道大会方式  

・試合中は鳴り物（ペットボトルやうちわなど）を使用できません。 

・審判の判定に支障がないように応援の方はコートより２メートル離れて下さい。 

・審判の判定は絶対です。応援団（大人子ども関係なく）にも見苦しい発言が目立っていますの

で、各チームで事前に注意するように毎回、話をして下さい。子どもも見ていますので、悪影響

を与えないようにして下さい。場合によっては退場していただきます。 

・各会場の確保が難しくなってきています。何か問題（教室のものが壊される、机を勝手に移動

するなど）があると貸してもらえなくなりますので、マナーをしっかり守って下さい。（応援に



来る方にも事前や当日に連絡。）冬期期間（冬季大会）は除雪作業などのお手伝いを各チームに

お願いすることになりますのでよろしくお願いします。暖房が入らない場合もありますので防

寒防具は必須です。路上駐車は厳禁。各学校なるべく乗り合わせで。守ってもらわないと本当

に貸してもらえなくなる旨、すでに言われています。そうなると一部の学校に負担がかかるど

ころか大会自体をやめざるを得ません。 

・試合時間について、進行が早まった場合は定刻スタートで行います。遅れた場合は、試合間１０分で

前の試合終了後からタイマーをスタートさせます。 

 

（３）チーム＆選手登録＆帯同審判登録について 

「今年度のチーム登録（指導者および選手の登録）」をお願いしていました。どのチームも4 月末から5

月初旬までの完了をお願いいたします。 

 

チーム登録料金：３０００円（JBAに２０００円、北海道ミニバス連盟に１０００円） 

選手登録料金：１２００円（JBA に８００円、北海道ミニバス連盟に４００円） 

         ※９歳以下の場合、JBA登録料はかかりません。 

また、指導者の登録も忘れずに行ってください。（登録が済んでいないと、道大会には参加できません。） 
  

※TEAM JBA のメールの指示に従い、登録を進めてください。 

◎帯同審判を登録してください。（無資格でも OK ですが、公式戦での活動は不可です。） 

 

（４）大会参加申し込みについて 
大会参加申し込みは「Team-JBA ホームページ」より、各チーム責任者が行う。 

・「大会参加料」は、大会ごとに各チームが苫小牧地区協会宛てに振り込む。 

振込先 
 

金融機関  苫小牧信用金庫 

支店名   中野支店 

預金種別  普通預金 

 

口座番号  059200 
 

フリガナ  トマコマイチクバスケットボールキョウカイ  ソネ ツヨシ 

 

口座名義人 苫小牧地区バスケットボール協会  曽 根   剛 
 

苫小牧地区バスケットボール協会 U-12部会 HPを更新していますので随時見てください。 

https://toma0502.web.fc2.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

補足説明 

１． 道連盟チーム登録・選手登録について 

・ 全道登録は年に 3 回行われます。すなわち 5 月末・9 月末・11 月末の 3 回です。2
回目以降はそれぞれ、夏季交歓大会と北海道大会の出場枠の算出基準日です。 

・ 選手の追加登録・抹消については，それが発生した段階で速やかに登録をしてくださ

https://toma0502.web.fc2.com/


い。選手が登録していない状態で，大会に出ることはありえません。 

・ 12 月以降の登録については、翌年度の登録になりますので、日本バスケットボール

協会のサイト上でも道連の登録も行わないでください。 

・teamJBA での登録名と登録様式上でのチーム名は，必ず一致させてください。 

  (誤りの例)  

「○○小ミニバス同好会」と「○○小学校ミニバス同好会」 

「○○小ミニバス同好会」と「○○小ミニバスケットボール同好会」等 

 

２． 日本バスケットボール協会 選手登録について 

・ 登録については、各チームで随時行ってください。 

・ 前述の通り、12 月以降の登録については、翌年度の登録となります。 

 

 

 

３． 道連の大会に関わる出場資格について 

・日バからの通達により，今年度から出場資格について厳格に運用される予定です。それぞ     

れの大会に出場できる選手は，次の通りです。 

 

 

夏季交歓大会は、５月末までに登録されている選手。 

北海道大会は、９月末までに登録されている選手。 

全国大会は、１１月末までに登録されている選手。 

 

 (例)10 月に入団し，登録した選手は北海道大会に出場できない。 

 (例)6 月に入団し，登録した選手は夏季交歓大会に出場できない。 

 

 従来は，大会エントリーの時点までに登録があれば出場できたのですが，厳格に運用される予

定です。ご注意ください。 
 

（指導者ライセンス）全道大会出場チームは、コーチライセンス「D 級以上」の指導者が 最低１

名必要です。（夏季交歓・北海道大会共通） 試合中のスタンディングも D 級

以上者に限定されます。 

 

連絡先📱 

メール koutakmikmas1126@ab.auone-net.jp 相馬正宏 

 

携帯 080-6097-4828 

 


