
U１５選手権大会 北区南部地区大会 について 

１.参加校   

男子：北辰、北陽、新川、新川西、新琴似、新琴似北 

女子：北辰、北陽、新川西、新琴似、新琴似北、光陽  ※藤女子は不参加、新川は新人戦ベスト４ 

 

２.試合形式 

男子：Aブロック 3校、Bブロック 3校によるリーグ戦。 

女子：Cブロック３校、Dブロック３校によるリーグ戦 

□組み合わせ 

 

□１日目【８月８日（土）】予選リーグ 

会場：新川西中学校   男子：A リーグ   女子：C リーグ 

 試合時間 男・女 組み合わせ TO 審判割 

開 場  ８：００〜     

第１試合 ８：３０～ 男子 新琴似北 VS 新川西 会場校女子  

第２試合  ９：５５〜 女子 北辰 VS 新川西 会場校男子  

第３試合 １１：２０～ 男子 新琴似 VS 新琴似北 会場校女子  

第４試合 １２：４５～ 女子 光陽 VS 北辰 会場校男子  

第５試合 １４：１０～ 男子 新川西 VS 新琴似 会場校女子  

第６試合 １５：３５～ 女子 新川西 VS 光陽 会場校男子  

 

会場：北陽中学校     男子：B リーグ    女子：D リーグ 

 試合時間 男・女 組み合わせ TO 審判割 

開 場  ８：００〜     

第１試合 ８：３０～ 男子 新川 VS 北辰 会場校女子  

第２試合  ９：５５〜 女子 北陽 VS 新琴似北 会場校男子  

第３試合 １１：２０～ 男子 北陽 VS 新川 会場校女子  

男子リーグ 
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１ 新琴似北 

２ 新川西 

３ 新琴似 

Ｂ 

４ 新川 

５ 北辰 

６ 北陽 

女子リーグ 

Ｃ 

１ 北辰 

２ 新川西 
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第４試合 １２：４５～ 女子 新琴似 VS 北陽 会場校男子  

第５試合 １４：１０～ 男子 北辰 VS 北陽 会場校女子  

第６試合 １５：３５～ 女子 新琴似北 VS 新琴似 会場校男子  

□２日目【８月９日（日）】決勝トーナメント 

会場:北陽中学校    男女１・２位トーナメント  

 試合時間 男・女 組み合わせ TO 審判 

開 場  ８：００〜     

第１試合 ８：３０～ 女子 C リーグ１位 VS D リーグ２位 会場校男子  

第２試合  ９：５５〜 男子 A リーグ１位 VS B リーグ２位 会場校女子  

第３試合 １１：２０～ 女子 C リーグ２位 VS D リーグ１位 会場校男子  

第４試合 １２：４５～ 男子 Aチーム２位 VS B リーグ１位 会場校女子  

男子決勝進出 第 2・４試合の勝ちチーム      女子決勝進出 第１・３試合の勝ちチーム 

 

※試合終了後、ベンチを使用したチームの責任者を中心に、次の試合が始まるまでの２０分間でベンチの消毒を行う。次

の試合で使用するチームは消毒が完了するまでの間、ベンチ裏など作業の邪魔にならない場所に荷物をまとめておく。 

※試合球は持ち寄りとなります。 

※TO 機器を不特定多数の生徒が触ることを避ける面と、試合後の会場に残るチームを最小限に抑えるために、TO 担

当は会場校でお願いします。 

 

３．順位の決め方 

※ 各試合で同点の場合、延長を行う。 

 

（予選リーグ） 

Ⅰ．勝率の大なる校を上位とする。 

Ⅱ．同勝率校が 2校以上生じた場合の優先順位は、 

 ①その直接対戦の勝者を上位とする。 

 ②総得失点差の大なる校を上位とする。 

 ③ゴールアベレージの大なる校を上位とする。 

 ④1チーム代表 5人を選び、1人 1本ずつのフリースローで決める。 

  (同点の場合は 1人ずつ追加する。) 

 

（決勝トーナメント） 

 ・予選各リーグの上位 2校によるトーナメントで、勝者を決定する。 

 ・3位決定戦は行わない。 

その他 

（ア） 各会場とも、組み合わせの左側のチームは淡色、右側のチームは濃色のユニフォームを着用する。 

淡色のチームはオフィシャルの左側のベンチを使用する。 

（イ） 生徒の応援は、バスケットボール部員のみとする。２日目の試合見学はできない。 

（ウ） 開場は、基本は８時とする。 

        総得点 

ゴールアベレージ＝        

    総失点 

 



（エ） ゴミは各自持ち帰る。 

（オ） 貴重品の管理は、各校でしっかりと行う。 

（カ） スポンサーの先生は、２日間とも８時００分を目途に各会場に集合してください。 

 

 

４．会場の出入り時間について 

  【１日目】 

時 間 男・女 試 合 入 校 退 校 チーム数 

８：００～  開場 男子 A・B  ３ 

８：３０～ 男 第１試合開始 （AｖｓB） 女子ア・イ  ４ 

９：５５ 女 第２試合開始 （アｖｓイ） 男子 C  ５ 

１１：２０～ 男 第３試合開始 （CｖｓA） 女子ウ 終了後、男子 A ６→５ 

１２：４５～ 女 第４試合開始 （ウｖｓア）  終了後、女子ア ４ 

１４：１０～ 男 第５試合開始 （BｖｓC）  終了後、男子 C ３ 

１５：３５～ 女 第６試合開始 （イｖｓウ）  終了後、女子ウ ２（会場校） 

 

  【２日目】 

時 間 男・女 試 合 入 校 退 校 チーム数 

８：００～  開場 女子ア・イ  ３ 

８：３０～ 女 第１試合開始 （アｖｓイ） 男子 A・B 終了後、女子ア ３ 

９：５５ 男 第２試合開始 （AｖｓB） 女子ウ・エ 終了後、男子 A ４ 

１１：２０～ 女 第３試合開始 （ウｖｓエ） 男子 C・D 終了後、女子ウ・エ ４ 

１２：４５～ 男 第４試合開始 （CｖｓD）  終了後、男子 C・D ２（会場校） 

 

５．消毒について 

 ・消毒場所と担当者 

①選手ベンチ：試合終了後、使用したチームの責任者を中心に空いている先生方で行う。会場に入れる保護者は各

校１名です。保護者が観戦していた場合はそのベンチの消毒も行います。 

②控室：アルコール消毒液の設置。自チームの選手の帰宅後、そのチームの責任者が消毒を行う。 

③オフィシャル機器：試合終了後に会場責任者を中心に手が空いている先生方で消毒を行う。 

④トイレ、手洗い場：アルコール消毒液の設置。便座等の消毒は１日の最後に行う。会場校の先生 

 

 ・消毒に必要な道具は会場校で準備をお願いします。（いくらか支給あり） 

【消毒液（トイレ・手洗い場・出入口・TO・ステージなど）、石鹸、ペーパータオル、手袋、雑巾 など】 

 ・複数の利用者が触れると考えられる場所（ドアノブ、テーブル、イス等）を消毒する。 

 ・試合球は各チームで持ち寄り、乾いた布に消毒液をかけ、軽くふくなど適宜消毒する。 

 

６．その他 

・「バスケットボール活動再開に向けたガイドライン」に記載してある内容をご確認ください。 



・保護者は、各チーム１試合につき１名のみ観戦することができる。 

・登録選手以外は、コートを挟んでベンチ向かいで応援する。 


