
＊参加チーム数等により変更が生じる場合があります。

セキスイハイムスーパーアリーナ

大河原町総合体育館・大和町総合体育館

大和町総合体育館

大河原町総合体育館

大崎市岩出山体育センター

10 月 4 日 （日）

　② 新型コロナウィルス感染防止対応協力者を１名任命し、責任者のもとチーム体調管理お
　　よび衛生管理として使用したTO席・ベンチ等の消毒作業に当たること。

　　　また、ベンチスタッフ１名は理念を学んだ「旧認定員指導者」とすること。
[１]

　　日程・会場　③ 2020 年 10 月 3 日 ㈯ ～

(2) 日程および会場
　Ａ．優勝の部

2020

20

・会　　場

　　　・優勝大会以外：指導者。同Ｅ級以上のコーチを推奨するがこだわらない。

　　　　また、少人数のため合併での参加希望の単位団は、事務局にお問い合わせ下さい。

　　　宮城県スポーツ少年団の単位団に登録している団員（小学生）及び指導者・役員・スタ
　　　ッフとし、スポーツ少年団登録システムからダウンロードした名簿に記載のあるメンバ

(3)【競技中、指導のできるベンチスタッフ】
　　　・優勝大会：指導者且つＪＢＡ Ｅ級コーチライセンス以上の資格保持者とする。

　　③ 決勝トーナメント（準決勝・決勝）

　① 新型コロナウィルス感染防止について別紙の内容等を遵守し、感染防止に十分な配慮
　　を行う意思があり、それについて協力をすること。

７．参加資格
(1)【チーム】

・日　　程
・会　　場

2020 年

日 ㈯

(2)【出場選手およびベンチスタッフ】

　　　ーであり、且つスポーツ傷害保険に加入している者。団員は保護者の承諾を得ていること。

日

日

　　　＊団員を男女別に分けたためチームが既定の人数に満たない場合でも参加できる
　　　　競技区分（種目）を設けました。

（日）
・会　　場

　Ｂ．交流・ミニ交流の部

　　日程・会場　② 2020 年 9 月 21 日 ㈯ ～ ９ 月 22 （日）

年 9 月 19 ９ 月

第４０回宮城県スポーツ少年団バスケットボール交流大会（小学生の部）

8 月 19

宮城県スポーツ少年団バスケットボール協議会

４．後　　援

５．協　　賛

日 （水）

株式会社　モルテン　・　株式会社　ミカサ　・　株式会社　ジェイ・エヌスポーツ　　株式会
社　大阪フォトサービス

◇　開催要項　◇

１．趣　　旨
この大会は、団員にスポーツの歓びを経験する機会と、より伸びるための研修の場を与え、実施
競技等を通じて仲間意識と連帯を高め、団員相互の交流を深めることにより、地域における活動
の活性化を図ることを目的とする。

２．主　　催
公益財団法人宮城県スポーツ協会　宮城県スポーツ少年団

３．主　　管

６．日　　程
(1) 参加申込期日 2020 年

宮城県教育委員会・仙台市教育委員会・（一社）宮城県バスケットボール協会・宮城県小学校長
会・仙台市小学校長会・河北新報社・大和町教育委員会（以上申請中）

年 9

　③ 宮城県スポーツ少年団に登録し、単位団の団員で構成されたチームであること。

10 月 24 日

11

(3) 特記事項　新型コロナウィルス感染拡大状況により開催が変更・中止等になる場合があります。
　　　　　　　その場合は改めてお知らせいたします。

月 1 日 ㈰

　　日程・会場　① 2020 ～

2020 年・日　　程
・会　　場

日 （日）㈯

月 19

10
　　② 決勝トーナメント（１回戦・準々決勝）

27 日 （日）日 ㈯ ～ 9

月 25

　　① 予選
・会　　場

月

～



１チーム
5,000円
(内協議
会運営費
\1,500)

１チーム
3,000円
(内協議
会運営費
\1,500)

優勝
の部

　（ミニ交流の部に申し込み後、８名を超えた場合でもミニ交流に参加して下さい）

(5) 審判・コミッショナー講習会および「新型コロナウィルス感染防止対応」を受講のこと。
・未受講又は無断欠席チームは参加を取り消される場合もあります。

③ 優勝の部への参加資格
a. 本年度のＪＢＡに加盟登録しているチームであること。

協議の上別途順位決定戦を行う。
出場資格を得た上位3チームから東北大会参加辞退の申し出があった場合は、大会本部で

色麻 袋原
なお、１回戦（初戦）での敗者による交流戦を設け１チーム２試合できるように努めますが
会場確保状況その他の事情によりできない場合はご了承ください。

d.

② 決勝トーナメント
a. 予選を勝ち抜いた計16チームによる決勝トーナメントを行う。
b.

c. なお第３推薦チームは 3位同士の２チームによる代表決定戦で決めるものとする。
ブロックスポーツ少年団・東北ミニバスケットボール交歓大会」に推薦する。
今大会の上位男女各3チームは、2021年2月20日㈯・21日㈰に宮城県で開催の「第40回東北

[２]

南小泉 大和 長町南
女子： 立町 片平 古川Ｗ 加茂 石巻中央 高森東
男子： おきの 片平 しらかし青山 吉成 郡山

c.

第１シード 第２シード 第３シード 第４シード 第5シード（順不同）

b. １チーム当たりの試合数は原則１日１試合とする。
第37回宮城県ミニバスケットボール新人大会の男女各上位8チームをシードチームとする。

① 予選の実施方法

交流
の部

8名以上15名以内、優勝の部に参加しな
い選手。男女混合も可。ただし、男女
混合の場合は男子チームとみなす。※
２

8名以上で試合成立と
する。

ミニ
交流
の部

5名以上7名以内、男女混合も可。ただ
し、男女混合の場合は男子チームとみ
なす。※３

4分×4Q制。
選手全員最低1Q出場さ
せること。

優勝の部と交流
の部に参加しな
いチームに限
る。

a. トーナメント方式にする。

下
記
競
技
方
法
に
別
途
記
載

ＪＢＡ登録が10名以上のチームは10名
以上15名以内。ＪＢＡ登録が8又は9名
のチームはその登録者数。
※１　2020年度ＪＢＡ登録済・登録予
定選手であり交流の部に参加しない選
手。

コーチ、A
コーチ、マ
ネー
ジャー、Aマ
ネージャー
各１名。

マネー
ジャー、Ａ
マネー
ジャーは小
学生可。

ミニバスケットボール
競技規則による。

優勝の部のエン
トリー人数を10
名以上とした上
で交流の部と重
複参加すること
は可能。但し選
手の重複登録は
不可。※４

【優勝の部】

(6) 上記(5)②への連絡無き遅刻、欠席は棄権とみなします。11．事務局長へ電話連絡のこと。

※１　ミニバスケットボール競技規則中、「登録競技者数が大会エントリー数の上限を超えるチームは、大
会エントリー数の上限に満たない人数のプレーヤーで大会にエントリーすることはできない」は、優勝と交
流の部に重複参加可能としていることから、本大会では採用しない。
※２　少人数であるなどの理由により、複数単位団で合同での参加を希望する場合は、参加申込書の種別で
合同参加希望として申込して下さい。
※３ チームおよび選手について参加申込期日以降の種別変更は出来ません。

(3) 競技方法・参加資格

① 審判講習会：１０ 審判講習会を参照願います。
② 「新型コロナウィルス感染防止対応」が未受講の場合は大会参加をお断りします。
　 内容は監督会議出席者からチーム関係者皆様と情報共有し、感染防止に努めてください。

種別
競技
方法

チーム編成
ルール 参加 参加費

選　手 スタッフ

８．参加費・種別・競技方法
(1) 参加費・プログラム代は一括して振り込みにより支払いを行うものとします。
【参加費】
・プログラムは1冊３００円、１チーム３冊以上の購入をお願い致します。
　（プログラムに掲載できるメンバーは参加申込書の１５名です）
・プログラムの追加購入の申込みは出来ません。

(2) 参加種別一覧表

(4) 参加申込期日以降の参加種別の変更はできません。



① 振込先 口座
七十七銀行　泉崎支店　普通 ５４８９３００
宮城県スポーツ少年団バスケットボール協議会 交流大会 会長 齋藤 功一

② 振り込み依頼人が識別できるように　次のように表示してください。
チーム名　＋　男女別　＋　担当者
　例）仙台中央スポ少　男子　担当者　国分　→　センダイチュウオウ ダンシ　コクブ

③ 振り込み期間　　2020年８月２０日（木）～３１日（月）の間にお願いします。
④ 振り込みは 男女チーム別とし、振込手数料はご負担願います。

その他、東北大会参加資格に準ずること。

② 参加資格
a. 優勝の部に参加しない選手で構成すること。（ミニ交流は他の種別と重複参加不可）

【交流・ミニ交流の部】

(2) 注意事項
①「参加申込書」の記入方法につきましては、「記入マニュアル」をご参照願います。

セキスイハイムスーパーアリーナ

① 出席者は単位団名簿に記載のある指導者とし、男子・女子チームの各１名とする。

② 監督会議で実施する、新型コロナウィルス対応説明・マンツーマン講習を受講すること。

選手８名以上、１５名以下とする。（ミニ交流は選手5名～7名とする）
③ その他
a. 上位大会はありません。

(3) 参加費の支払い方法 （新型コロナウィルス感染防止の観点により現金の収受は行いません）

[３]

　　エクセルシートも チーム名と男女の区分としてください。

未提出チームは参加を取り消しする場合があります。
いたします。監督会議出席者が監督会議受付で提出してください。

また、記入内容が不適切な場合は再提出をお願いする場合があります。
１１．監督会議・開会式　　　　　　　　　　　　　

年 ８ 月 ２９ 日 （土）(1) 日　　程
(2) 会　　場
(3) 受付時間
(4) 開会式・抽選会

(5) 注意事項

2020

① 宮城県スポーツ少年団から｢名簿｣を取り込む。（https://www.jjsa-entry.jp/）
②「参加申込書」の作成。（①名簿に記載のメンバーから選択し記入のこと）

　　　に表示されます
　　※担当事務局のＥメールアドレスは参加申込書の地区を入力すると参加申込書の下部。

b.

b. チームの選手は2020年度ＪＢＡ競技者登録予定者とする。

① 予選の実施方法
a. １グループ３ないし４チームからなるリンク戦とする。
b. ２次予選・決勝ラウンドは行わない。

b. 参加チーム数によって、実施の有無・方法を検討するが中止の場合もある。

９．参加申込方法
(1) 参加申込書の提出方法

③ 担当事務局へメール送信「参加申込書（EXCEL）」と「名簿（PDF）」を添付し送信する。
　（協議会へ登録してあるメールアドレスから送信して下さい）
④ 担当事務局から受理した旨のメールを受信し申込完了。（申込期日8/14）

④ コミッショナーについては、予選から配置する。

⑤ その他

ただし、今年度の登録は現在行われていないため2019年度登録済チームを今年度登録とみなす。

a. 会場確保状況や新型コロナウィルス感染防止対応等により実施方式の変更がありうる。

c.

②「参加申込書」と「名簿」のファイル名は下記のように男女区分とチーム名（識別できる

　・「参加申込書」→　2020年度 スポ少交流大会参加申込書（男 チーム名）
　略称）を入れること。

　・「名簿」　　　→　2020年度 スポ少交流大会参加者名簿（男 チーム名）

   17:30～
   18:00～

１０．審判講習会
開催要項添付の審判講習会資料をチェックし、監督会議の受付に提出をもって審判講習会に代替

④ 団員追加がある場合は 8/31まで変更可能とします。

⑤「参加申込書」はEXCELﾌｧｲﾙごとコピーしてチーム毎に作成をお願いします。
  変更の際は事務局 佐々木(m-kensupo.bas-jim331@sage.ocn.ne.jp)へ直接連絡して下さい。

　ただし、名簿に記載のある「役員」または「スタッフ」の代理出席は可とする。



順位決定は行わないため閉会式はありません
順位決定は行わないため閉会式はありません

(6) 開会式
・前年度優勝チーム優勝カップ返還及びレプリカ贈呈

男子… しらかし青山キッズ スポーツ少年団
女子… 八本松ミニバスケットボール スポーツ少年団

携帯-mail　k6a1p1p2a@docomo.ne.jp

事務局長　佐々木　勉 TEL　070-6616-0638
携帯-mail　t331act1985d275@yahoo.co.jp

○競技内容に関すること
競技部長　坂井　貴之 TEL　080-1810-5076

(8) 本年度の日本スポーツ少年団に未登録者のベンチ入りは、いかなる役割でも認めません。

１４．問合せ先
◇宮城県スポーツ少年団バスケットボール協議会

○大会全般に関すること

表彰状・メダル・大会記念ボール

１ 日 (日)

(7) 東北大会参加資格について

(1)「ミニ交流の部」と他の種別への重複参加は出来ない。

　（U12との兼ね合いで、選手不在で試合が困難な場合は学校行事予定に準ずる）
(4) 監督会議以降閉会式までの大会期間中に参加する日・会場の都度、受付で感染拡大防止対策

(5) 各会場ともマナーを守って使用すること。

　 優勝の部のベスト８以降は派遣審判、ベスト４以降は派遣コミッショナーとする。

　 尚、申込み締め切り後の変更は認めません。

　　② 交流の部

　 よるクレームが目立って来ております。今後該当チームには厳重な処分も検討しております
(6) 競技上のマナー違反、会場利用上の順守事項を守らない、審判への行き過ぎな言動などに

　 ので、そのようなクレームが起こらない様チーム内でマナー厳守を再確認して下さい。

３位(２チーム) 表彰状・メダル・大会記念ボール

　　③ ミニ交流の部

１３．その他　

(2) 全種別とも、チームごとにベンチスタッフ及び帯同審判、帯同コミッショナーをおくこと。
　 帯同審判、TO、帯同コミッショナーがつけない場合は棄権とみなす。

　　同意書および参加者名簿を提出しチェックを受けてから会場に入場のこと。

表彰状・カップ・メダル・大会記念ボール
(2) 会　　場 大和町総合体育館
(3) ① 優勝の部 １位

11 月

　欠席及び未受講場合、棄権とみなします。

　　かつ、JBAコーチライセンスＥ級以上の保持者であること。

　　する。なお団員（小学生）も可とする。
　② マネージャーおよびＡマネージャーは、同名簿に記載のある指導者・役員・スタッフと

　③ 宮城県スポーツ少年団から推薦されたチームであること。

③ 監督会議当日の緊急連絡は　14.連絡先　事務局長参照

１２．閉会式・表彰
(1) 日　　程 2020 年

　① コーチおよびＡコーチは、本年度のスポーツ少年団登録名簿に記載のある指導者で、

２位

(3) 本大会期間中に学校行事が予定されている場合は、申込書に記入すること。


