
参加チーム一覧

男子 チーム名
B-1 小山田富西ミニバスケットボールスポーツ少年団 県中

B-2 桃見台バスケットボールスポーツ少年団 県中

B-3 緑ヶ丘ミニバスケットボールスポーツ少年団 県中

B-4 須賀川東ミニバスケットボールスポーツ少年団 県中

B-5 坂下ミニバスケットボールスポーツ少年団 会津

B-6 塩川バスケットボールスポーツ少年団 会津

B-7 芳賀ミニバスケットボールスポーツ少年団 県中

女子 チーム名
G-1 郡山西ファルコンズ 県中

G-2 桃見台バスケットボールスポーツ少年団 県中

G-3 緑ヶ丘ミニバスケットボールスポーツ少年団 県中

G-4 安積ミニバスケットボールスポーツ少年団 県中

G-5 大槻ミニバスケットボールスポーツ少年団 県中

G-6 塩川バスケットボールスポーツ少年団 会津

G-7 芳賀ミニバスケットボールスポーツ少年団 県中



男子 女子
開始 淡 濃 TO 審判 審判 淡 濃 TO 審判 審判
8:30 A1 桃見台 芳賀 緑ヶ丘 緑ヶ丘 小山田富西 B1 郡山西 大槻 安積 安積 芳賀
10:00 A2 塩川 緑ヶ丘 桃見台 桃見台 芳賀 B2 芳賀 桃見台 郡山西 郡山西 大槻
11:00 A3 小山田富西 須賀川東 塩川 塩川 緑ヶ丘 B3 緑ヶ丘 安積 芳賀 芳賀 桃見台
12:00 A4 坂下 桃見台 小山田富西 小山田富西 須賀川東 B4 塩川 郡山西 緑ヶ丘 緑ヶ丘 安積
13:00 A5 須賀川東 塩川 坂下 坂下 桃見台 B5 桃見台 緑ヶ丘 塩川 塩川 郡山西
14:00 A6 芳賀 坂下 須賀川東 須賀川東 塩川 B6 大槻 塩川 桃見台 桃見台 緑ヶ丘
15:00 A7 緑ヶ丘 小山田富西 芳賀 芳賀 坂下 B7 安積 芳賀 大槻 大槻 塩川

開始 淡 濃 TO 審判 審判 淡 濃 TO 審判 審判
9:00 A1 （ん）4位 （ん）3位 B1 （ち）3位 （ち）4位
10:00 A2 （け）1位 （ん）2位 (ん)4位 (ん)4位 （ん）3位 B2 （い）1位 （ち）1位 （ち）3位 （ち）3位 （ち）4位
11:00 A3 （け）2位 （ん）1位 (け）1位 (け）1位 (ん)2位 B3 （い）2位 （ち）1位 （い）1位 （い）1位 （ち）1位
12:00 A4 （け）3位 （ん）4位 （け）2位 （け）2位 （ん）1位 B4 （い）3位 （ち）4位 （い）2位 （い）2位 （ち）1位
13:00 A5 A2負け A3負け （け）3位 （け）3位 (ん)4位 B5 B2負け B3負け （い）3位 （い）3位 （ち）4位
14:00 A6 （ん）3位 （け）3位 A2負け A2負け A3負け B6 （い）3位 （ち）3位 B2負け B2負け B3負け
15:00 A7 A3勝ち A2勝ち （ん）3位 （ん）3位 （け）3位 B7 B2勝ち B3勝ち （い）3位 （い）3位 （ち）3位

大槻

郡山西塩川 安積 緑ヶ丘

桃見台芳賀芳賀

桃見台坂下 緑ヶ丘 塩川

須賀川東小山田富西
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会場使用上の注意

1 開場は　午前７：３０とします。

2 駐車は会場の駐車係の指示に従ってください。必ず、車内の見える所にチー
ム名を表示して下さい。路上は駐車禁止です。

3 体育館内は土足禁止です。上履き・下履きの区別をつけるようにお願いしま
す。特に大人の方、気を付けてください。

4 館内の電源(コンセント)は使用禁止です。お湯は各チームで準備して下さい。

5 チームで出したごみは全て持ち帰るようにしてください。

6 館内及び学校敷地内での喫煙は禁止です。喫煙は指定された喫煙所のみと
いたします。

7 施錠してある出入口は、勝手に開けないでください。

8 施設・設備・備品等の破損、汚損または紛失した場合は、現状回復に要する
費用を弁償してください。もし、そのような事がおきましたら、チームの責任に
おいて、本部に申告してください。

9 下足は各チームで下足箱またはポリ袋などに入れるなどして、出入り口に脱
ぎ捨てないようにしてください。(大人も持ち歩くようにしてください)

10 車上荒らし・会場内での盗難・紛失等は、一切本人の責任とし、主催団体は
責任を負いませんので、各チーム・各自が十分気を付けて管理してください。

11 小さなお子様から目を離さないでください。事故や怪我の危険があります。



競技上の注意

1 予選リーグ・トーナメントを通して競技日程の左側のチームがオフィシャル席
に向かって右側・ユニフォームは原則として白色を着用します。

2 ゲームエントリーは10名以上とし、少なくとも3クォーターまでに10名を出場さ
せなければならない。

3 競技時間は、5分　(1分)　5分　(5分)　5分　(1分)　5分とし、ハーフタイム時に
おける次のチームの練習はできません。ブロック選の延長はありません。トー
ナメントは勝敗が決まるまで行います。3分間の延長を実施します。

4 試合は1時間を予定。前の試合が遅れた時は8分後に開始とします。

5 ブロック選の順位決は勝ち点制で決めます。
勝ち＝３P、引き分け＝２P、負け＝１P、不戦杯＝０P
ポイント数が同じ場合にはミニゲームにて決定します。

6 エントリー変更の提出は、所定の様式で第1試合の開始前までとし、それ以降
の変更については、怪我や病気等やむをえない場合のみ受付けます。

7 試合終了後はキャプテンのみのあいさつとし、指導は行わないで下さい。

8 ウォーミングアップを屋外で行う場合は、必ず外用のシューズに履き替えて下
さい。(ボールの仕様は禁止)

9 大会中における事故等については応急手当のみとし、他は各チームの責任
において処置下さい。なお、救急病院等の連絡先は下記の通りです。



会場案内

会場 郡山市立白岩小学校体育館
住所 郡山市白岩町字柿の口1-1
Tel 024-956-8400

郡山東インターからのルート例

白岩小学校周辺地図と駐車スペース


