
令和 4 年度 那覇地区ミニバスケットボール秋季強化リーグ 
 

監督会議及び抽選会 資料 
 
 
 

 
 
 
 
☆ 式次第 
 1. 本部抽選 
 
 
 

⽇時：令和 4 年 10 ⽉ 1 ⽇（⼟）19:00〜 
 

  



⾸⾥ 7 城北 城⻄ 城南 城東 松島 ⽯嶺 真嘉⽐

那覇東 7 識名 与儀 古蔵 上間 仲井真 真地 ⼤同

那覇⻄ 5 泊 那覇 城岳 天妃 銘苅

⼩禄 5 宇栄原 ⾼良 ⾦城 ⼩禄南 さつき

浦添 9 当⼭ 牧港 港川 宮城 内間 神森 浦城 沢岻 浦添

久⽶島 0

合計 33

⾸⾥ 6 城北 城⻄ 城東 松島 ⽯嶺 真嘉⽐

那覇東 5 識名 古蔵 上間 仲井真 真地

那覇⻄ 7 安謝 泊 那覇 城岳 天妃 曙 銘苅

⼩禄 5 宇栄原 ⾼良 ⾦城 ⼩禄南 さつき

浦添 11 当⼭ 前⽥ 牧港 港川 宮城 内間 仲⻄ 神森 浦城 沢岻 浦添

久⽶島 0

合計 34

■1位パート

男⼦ Aブロック→古蔵、城岳、真嘉⽐、⽯嶺／Bブロック→松島、浦添、城南・当⼭

⼥⼦ Aブロック→城岳、さつき、城北、浦城／Bブロック→仲井真、真嘉⽐、上間、銘苅

■2位パート

男⼦ Aブロック→城北、識名、神森、港川／Bブロック→銘苅、宇栄原、牧港、沢岻

⼥⼦ Aブロック→仲⻄、宮城、安謝、前⽥／Bブロック→泊、城⻄、牧港、当⼭

令和4年那覇地区ミニバスケットボール秋季リーグ（2次）参加校

男⼦参加校

⼥⼦参加校
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試合時間　　６－１－６－５－６－１－６（１0）
O・Pコート 　牧港小

※試合やTOが連続する場合は試合間を調整する

男　子

　8：30（9：00）　第一試合開始
K・Lコート 　小禄南小 AA・BBコート 　城西小
M・Nコート 　浦城小

　天妃小　2日目

　8：00（8：30）　第一試合練習開始
G・Hコート 　城北小 W・Xコート 　宇栄原小
I・Jコート 　浦添小 Y ・Ｚコート 　港川小

Q・Rコート 　真嘉比小　2日目

　7：50（8：20）　指導者ミーティング
C・Dコート 　上間小　初日 S・Tコート 　上間小　2日目

E・Fコート 　天妃小　初日 U・Vコート

令和4年度

第21回　那覇地区ミニバスケットボール秋季強化リーグ大会　2次リーグ

第9回　SPORT　DEPO　CUP
日　時

会　場　校
  令和4年10月8(土)9(日)15(土)

タイムスケジュール
は別紙参照

A・Bコート 　真嘉比小　初日



〜秋季リーグ（2 次リーグ）に向けて各委員会よりお知らせ〜 
※⼤会公⽂に記載している内容の補⾜、追記となります。⼤会要項を熟読するようにお願
いいたします。 
 
事務局 
l 本⼤会協賛企業の 株式会社アルペン スポーツデポ天久店様より、スポーツサポータ

ーメンバーズ登録について案内があります。詳しくは巻末資料をご確認ください。 

l 会場敷地内に⼊場可能な⼈数を厳守してください（合計 23 名）。ただし、会場校によっ
て⼊場⼈数の制限がある場合は、会場校の指⽰に従ってください。 

競技 
l 10 ⽉ 16 ⽇（⽇）は順位決定戦および⼊れ替え戦を実施します。詳しくは次ページのリ

ーグ戦説明をご確認ください。 

会計 
 

総務 
 

式典 
 

広報 
 

審判 
l 1 次予選同様、３ポイントを試験導⼊します。帯同審判の皆様は、競技規則の確認・

準備を⾏って⼤会に参加するようにお願いします。 

コミッショナー 
 

以上 
 



◎日程： 1次リーグ 9/17（土）18（日）19（日）内で2日間開催

2次リーグ 10/8（土）9（日）15（土）内で2日間開催

順位決定戦・入替戦 10/16（日）

◎今回の秋季リーグの結果を那覇地区冬季大会シードに反映させる

1～8位 那覇地区冬季大会選抜決めトーナメントのシード権獲得

ベスト16 那覇地区冬季大会予選のシード権獲得

＜競技方法＞

・4角リーグまたは5角リーグで総当たり試合。パート内で順位を決める

・直近の那覇地区夏季大会の結果を元に、8つのパートにベスト4.8チーム分ける。他はオープン抽選

・競技規則を適用（チーム順位決定方法）

・1次リーグの結果を元に、各パートの順位ごとに2次リーグを実施。総当たり試合。

・3位以下ブロックは、可能な限り1次リーグで対戦しなかったチームを振り分けして試合組みをする。

・パート内で順位決め。 ・競技規則を適用（チーム順位決定方法）

☆1位ブロック（A・B）の各1.2.3位⇒地区冬季大会選抜決めトーナメントのシード権獲得

☆2位ブロック（C・D）の各2.3.4位⇒地区冬季大会予選のシード権獲得

令和4年度　第21回　那覇地区ミニバスケットボール秋季強化リーグ大会

　　1次リーグ　9/17（土）　9/18（日）　9/19（月）　の中で2日間開催
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※同様なリーグを8つ作成

3位以下ブロック
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※試合順が変わる可能性あり。
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　　2次リーグ　10/8（土）9（日）15（土）の中で2日間開催
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1位ブロック 1位ブロック

最終順位1.2位 最終順位3.4位

最終順位1.2位 最終順位3.4位

Ⓐ1位ブロック A4位 B4位 順位7.8位 Ⓑ2位ブロック C1位 ― D1位 順位9.10位
※勝利⇒最終順位7位 ※敗戦⇒最終順位10位

Ⓐ1位ブロック I4位 J4位 順位7.8位 Ⓑ2位ブロック K1位 ― L1位 順位9.10位
※勝利⇒最終順位7位 ※敗戦⇒最終順位10位

◎入替戦

Ⓐ敗者 Ⓑ勝者 最終順位8.9位

※10/16（日）の試合順については、10/15（土）の全試合終了後に、お知らせします。

☆最終順位7.8位は、地区冬季大会選抜決めトーナメントのシード権獲得

☆最終順位9.10位は、地区冬季大会予選のシード権獲得
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　　2次リーグ最終戦（順位決定戦）　10/16（日）

A1位

ー

― ―

―

　　2次リーグ入替戦（8位と9位）　10/16（日）



◆登録について

①

② 店舗にて登録用紙に必要事項を記入。

◆利用方法

・アルペングループの会員証をレジでご提示ください。

・沖縄県のスポーツデポ全店でご利用可能です。

★ ご登録希望のチーム代表者様は、
各スポーツデポ、店頭にてお申込みください。

　　■那覇市　→　スポーツデポ天久店
　　■浦添市　→　スポーツデポ浦添パルコシティ店

　のお知らせ！！

チーム登録で お得にお買い物のチャンス！

スポーツサポーター制度

※チーム代表者の方が特典の対象です



すべてのプレイヤー・指導者・保護者・観客に贈る

みんなで《Good
よりよい

Minibas
ミ ニ バ ス

》をつくりましょう！

この心得は、子ども達が一層ミニバスケットボールを楽しむために、プレイヤー、

指導者、保護者、観客が一体となって環境を整えるルールです。それぞれの立場か

ら、魅力あるミニバスケットボールの環境づくりへのご協力をお願いします。

         のための５つの心得

いつも全力を尽くそう

あなた自身のため、そしてチームのために、

いつも全力でプレイしよう。

ルールや判定にしたがおう

まずルールを正しく覚え、

審判の判定にしたがってプレイしよう。

試合に関係する全ての人に感謝をしよう

相手チーム、審判、ＴＯ、家族に感謝の気持ちを持ちま

しょう。これらの人なくして試合はできません。

よいマナーを心がけよう

当たり前のことを自然に行えるようになろう。

例えば、会場で自分のゴミを持ち帰るのもその一つです。

学習活動も一生懸命やろう

あなたはまだ小学生です。

学習もスポーツと同じくらい一生懸命やろう。

自分でチェック

しよう！
         のための５つの心得

敗戦はあなたの責任です

敗戦をプレイヤーや審判のせいにすることなく、冷静に課題をみつ

けましょう。向上心を忘れず謙虚な気持ちで指導にあたりましょう。

体罰、言葉の暴力は厳禁です

全指導者で、体罰・暴言を根絶しましょう。指導者同士で注意し合える

関係づくりに努めましょう。

子どもの将来を考えた指導に心がけましょう

小学生の時期は、頭も体もおおいに成長します。技術に加え、適切な判

断力や行動力、マナーを指導しましょう。

選手をたくさん褒めましょう

プレイヤーは不安や緊張の中でプレイしています。結果ばかりに注目す

るのではなく、何かにトライしたことを褒めてあげましょう。

審判のレベルアップに貢献しましょう

Good Minibas には審判の育成が不可欠です。指導者がルールをよく学

習し、審判活動にも進んで取り組みましょう。

常に自己評価を

忘れずに！

         のための５つの心得

よいマナーのお手本を示しましょう

保護者のみなさんの日頃のふるまいや応援中の言動が子ども達

のマナーや礼儀に影響します。進んでよいお手本を示しましょう。

子どもたちを励ましてあげましょう

お子さんが自分の興味を膨らませ、ワクワクしながらミニ

バスに参加できるように、たくさん励ましてあげましょう。

努力の大切さを教えてあげましょう

努力を続けることが、将来的な子ども達の成長につながります。目先の

勝利にこだわることは成功の近道ではないことを教えてあげましょう。

批判は禁物、思いやりが大切です

お子さんやその仲間達、指導者への批判は、お子さんの成長をさまたげ

ます。思いやりの心をもって、努力や挑戦を認めてあげましょう。

周囲を敬い、助け合いましょう

チームは子どもを預けるところではなく、ともに子ども達を育てるとこ

ろです。指導者や保護者会の方々と協力し合いましょう。

         のための５つの心得

ミニバスを存分に楽しみましょう

スポーツは楽しむためのものです。周囲の方々と一緒

になって会場を盛り上げましょう。

子どもたちのがんばりを応援しましょう

子ども達が、あきらめそうになったり、くじけそうになったりした時こ

そ応援しましょう。プレイヤーは、たくさんの応援で輝きます。

全てのプレイヤーのよいプレイに拍手を

自チーム相手チームに関係なく、プレイヤーのがんばりには惜しみない拍手

をおくりましょう。会場の拍手が、プレイヤーのエネルギーになります。

会場のマナーを守りましょう

試合会場は、他の団体を含めたくさんの方が使用します。持ち物やゴミの管

理に気をつけましょう。応援のみなさんもミニバスの関係者の一人です。

家族やお友だちをたくさん誘いましょう

ミニバスがいっそう盛り上がるように、たくさんの人を誘ってください。

一人一人の声かけが、大きなつながりを生みます。

子ども達のため

に確かめよう！

応援のマナーを

振り返ろう！



U12カテゴリー「指導行動の指針」 

U12カテゴリーから「暴言・暴力」を根絶し、子どもたちが「楽しく」プレーで
きる環境をつくるため、指導者の皆さんには「指導行動の指針」として、つぎの
ことを意識して、指導に当たっていただきたいと思います。 

JBA U12カテゴリー部会 

＜やってほしいこと＞ 

・怒る 
・怒鳴りつける 
・指示ばかりする 
・威圧する 
・判断させない 
・支配する 

・はげます 
・元気づける 
・委ねる 
・引きだす・導く 
・判断させる 
・主体性を育てる 

＜やってほしくないこと＞ 

みなさんの指導は 
どうですか？ 


