
１．趣旨 桃見台バスケットボールスポーツ少年団は、本年度5 月10 日に創団10 周年を迎え

ました。バスケットボールを通じて平素よりお世話になっているチームを迎え、記念交流

試合を開催することでチーム間の交流、親睦を深め、お互いの更なる飛躍を目指します。

２．主催 桃見台バスケットボールスポーツ少年団 創団10 周年記念実行委員会

３．共催 桃見台バスケットボールスポーツ少年団保護者会

４．日時 平成21 年7 月4 日（土） 8:30 開会式 *喜久田小学校

10:00 試合開始（喜久田小学校）

10:10 試合開始（富田小学校）

平成21 年7 月5 日（日） 

9:00 試合開始（喜久田小学校）

9:00 試合開始（富田小学校）

５．場所 

喜久田小学校体育館 （A、B コート） 富田小学校体育館 　（C、D コート）

６．参加チーム 全24 チーム（女子18 チーム、男子6 チーム）

女子： FK あさか、安積、永盛、喜久田、行健、郡山西、桜、高瀬、小山田富西

守山、二瀬、小泉、片平、富田BR、芳賀、芳山、緑ヶ丘、桃見台

男子： 大島、小山田富西、富田、芳賀、緑ヶ丘、桃見台

７．競技規則 現行ミニバスケットボール競技規則による

８．競技方法 リーグ戦

＜桃見台10 周年交流試合 大会組織＞

１．大会委員 実行委員長 　　　柴﨑 三奈

実行役員 　　　　　　　松崎 里香、　松川 佳代、　太田 佳代子

プロジェクトチーム 　　橋本 修身、　橋本 由起枝、横内 静子

実行委員 　　　　　　　菊池 真理子、渡部 珠美、　小濵 智枝、八代 和子

九鬼 真由美、渡辺 友美、倉鎌 絵理子、小野崎 由美

橋本 麗子、　菅野 理恵、高橋 友美、　川口 留里

２．競技委員 競技責任者　　橋本 孝一、佐藤 守

会場責任者 　　　　　八代 稔（喜久田小学校）、松川 裕己（富田小学校）

３．事務局 渡邊 さゆり 電話・FAX 024-925-3782

Mail nsnabe@sea.plala.or.jp



＜桃見台バスケットボールスポーツ少年団 創団10 周年記念交流試合 日程表＞

1 日目：7 月4 日（土）

喜久田小学校（A コート、B コート） 富田小学校（C コート、D コート）

8:00 開場・受付

8:15 代表者会議

8:30 開会式 開会式終了後に移動

9:00 開場

10:00 第一試合 10:10 第一試合

11:05 第二試合 11:15 第二試合

12:10 第三試合 12:20 第三試合

13:15 第四試合 13:25 第四試合

14:20 第五試合 14:30 第五試合

15:25 第六試合 15:35 第六試合

16:30 一日目終了 16:40 一日目終了

2 日目：7 月5 日（日）

喜久田小学校（A コート、B コート） 富田小学校（C コート、D コート）

8:00 開場 8:00 開場

9:00 第一試合 9:00 第一試合

10:05 第二試合 10:05 第二試合 

11:10 第三試合 11:10 第三試合 

12:15 第四試合 12:15 第四試合 

13:20 第五試合 13:20 第五試合 

14:25 第六試合 14:25 第六試合 

15:30 閉会式 15:30 閉会式 

16:00 解散 16:00 解散 



会場：喜久田小学校体育館

日時：7 月4 日（土）8:30 進行：九鬼 真由美

１．開式の言葉 事務局 渡邊 さゆり

２．主催者挨拶 実行委員長 柴﨑 三奈

３．祝辞 郡山市立桃見台小学校長 相樂 正人 校長

４．キャプテン挨拶  女子キャプテン 柴﨑 加奈

男子キャプテン 渡邊 一真

５．スポンサー講話 

熱中症対策について 大塚製薬株式会社 郡山出張所 野崎 石松様

６．競技場の注意 競技責任者 橋本 孝一

７．諸連絡 実行委員 橋本 麗子

８．閉式の言葉 実行役員 松崎 里香

会場：喜久田小学校体育館、富田小学校体育館 （各会場にて）

日時：7 月5 日（日）試合終了後

進行： 喜久田小学校：　九鬼 真由美、 富田小学校：松川 裕己

１．開式の言葉 喜久田小学校：　太田 佳代子 富田小学校：渡部 珠美

２．主催者挨拶 喜久田小学校：　 柴﨑 三奈 富田小学校： 松川 佳代

３．講評 喜久田小学校：　 橋本 孝一 富田小学校： 佐藤 守

４．閉式の言葉 喜久田小学校：　 松崎 里香 富田小学校：小濵 智枝



＜競技場の注意＞

１．ベンチは組合せ表の左側のチームがＴＯに向かって右側、ユニホームは原則白色を着用します。

２．競技時間は6-(１)-6-(５)-6-(１)-6 とし、ハーフタイム時に次のチームの練習は出来ません。

*延長は行いません。

３．試合は予定時間どおり行い、前試合が遅れた場合には8 分後に開始する。

４．エントリー変更は所定の様式で前試合の開始までとし、それ以降の変更は認められません。

５．試合終了後相手チームへの挨拶は1 名とし指導は行わない。

６．ウォーミングアップは指定の場所で行って下さい。屋外で行う際は、必ず外用シューズ着用の事。

７．大会中における怪我は応急手当のみとし、その後の処置は各チームの責任において行ってください。

＜会場使用上の注意＞

１．駐車場は指定された場所に駐車し、「駐車券」を車のフロントに置いて下さい。*路駐厳禁

２．学校地内は禁煙です。決められた場所での喫煙をお願いします。

３．各会場とも、下足は各自保管して下さい。

４．上履き、下履きの区別は明確にお願いします。*保護者も含む

５．ゴミは各チーム持ち帰りでお願いします。

６．施設、設備、備品などの破損等は弁償をお願いします。（事象が起きた際は本部へ申告下さい。）

７．車上荒らし、会場内での盗難、紛失など無いよう各自責任を持って貴重品の管理をお願いします。

*不備が多々あるかとは存じますが、会場内のスタッフプレートをつけている係員にお気軽にお声掛け

下さい。

救急病院 太田西ノ内病院 024-925-1188



＜参加チーム一覧：女子＞ 18 チーム

１． 安積ミニバスケットボールスポーツ少年団

２． F・K あさかミニバスケットボールスポーツ少年団

３． 永盛ミニバスケットボールスポーツ少年団

４． 喜久田ミニバスケットボールスポーツ少年団

５． 行健ミニバスケットボールスポーツ少年団

６． 郡山西バスケットボールスポーツ少年団

７． 桜スポーツ少年団

８． 高瀬ミニバスケットボールスポーツ少年団

９． 小山田富西ミニバスケットボールスポーツ少年団

１０． 守山ミニバスケットボールスポーツ少年団

１１． 二瀬スポーツ少年団

１２． 小泉スポーツ少年団

１３． 片平ミニバスケットボール愛好会

１４． 富田BR バスケットボールスポーツ少年団

１５． 芳賀ミニバスケットボールスポーツ少年団

１６． 芳山ミニバスケットボールスポーツ少年団

１７． 緑ヶ丘ミニバスケットボールスポーツ少年団

１８． 桃見台バスケットボールスポーツ少年団

＜参加チーム一覧：男子＞ 6 チーム

１． 小山田富西ミニバスケットボールスポーツ少年団

２． 大島ミニバスケットボールスポーツ少年団

３． 富田ミニバスケットボールスポーツ少年団

４． 芳賀ミニバスケットボールスポーツ少年団

５． 緑ヶ丘ミニバスケットボールスポーツ少年団

６． 桃見台バスケットボールスポーツ少年団


