
令和3年度 関東ジュニアクラブバスケットボール大会
U-12 女子[Ⅰ・Ⅱ部] 第三節

参加チーム 及び リーグ戦

Ｘ ブロック

1 八王子マリーンズ 5 レオヴィスタ

2 PBAドルフィンズ 6 たんぽぽ

3 PBAシャークス 7 真鍋ミニバス

4 リングカシアナ 8

試合形式

・7チームのリーグ戦を行い順位を決定する。
・試合時間：6分2Q [6分‐1分-6分]
（1Q・3Q扱い：コートチェンジします）

令和3年11月13日(土)会場：八千代町総合体育館（茨城源結城市）
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ルール概要

試合形式 ・7チーム総当りで順位決定する。

試合時間 予選…6分2Q [6分‐1分-6分]（1Q・3Q扱い：コートチェンジします）
※同点の場合は1分間の後2分間の延長戦を行う。

競技規則 基本的に日本バスケットボール協会競技規則を適用する。
・ゴール：305cm・ボール6号球
・ショットクロック：24秒・14秒
・8秒ルール、バックパス適用
・ゾーンデイフェンス禁止

その他 ・組み合わせの左のチームがベンチ向かって右側(淡色)とする。
・ユニフォームはビブス着用可。（チームで色を統一すること）
・タイムアウト：前半1回・後半1回(各1分間)
・試合と試合の間は7分間とする。
なお、試合進行状況によっては5分間とする。
※今回チーム帯同審判2名必要な試合があります宜しくお願いします。
・昼食時間を設けております。※コート内での昼食はできません。
※2階踊り場または一旦体育館を出て食事となります。
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会場利用について

留意事項 ・試合・食事以外は必ずマスクを着用してください。
※ベンチ選手もマスク着用
・試合終了後は使用したベンチ・TO機材・試合球を消毒するようお願いいた
します。
・ゴミは各チームでお持ち帰りください。
・換気を行う為にドアや窓を開けておくようにお願いいたします。
・父兄観戦について
体育館2階より自チームのみ観戦可とします。
なお、自チームの試合のない場合、試合しているチームの父兄の観戦に
ご協力お願い申し上げます。
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ルール概要

リーグ戦 順位決定方法(勝ち点制度導入)
① 勝利チーム３点，負けチーム０点，引き分け１点とする。
② ①が同じ場合は，当該チーム間の対戦で勝ったチームを上位とする。
③ ②が同じ場合は，当該チーム間の得失点差が多いチームを上位とする。
④ ③が同じ場合は，当該チーム間の総得点が多いチームを上位とする。
⑤ ④が同じ場合は，全試合における得失点差が多いチームを上位とする。
⑥ ⑤が同じ場合は，全試合における総得点が多いチームを上位とする。
⑦ ①～⑥の方法を適用してもなお同じ順位になるチームがある場合には，

チーム責任者による抽選で決定する。
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リーグ戦
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試合時間 ： 6分2Q [6分‐1分-6分]1Q・3Q扱い（コートチェンジします）
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関東ジュニアクラブバスケットボール大会 U-12女子【Ⅰ・Ⅱ部】 第三節 試合日程

Aコート（出入口側） Bコート（ステージ側）

時間 (淡) カード (濃) TO (審判) (淡) カード (濃) TO (審判)

8:30 開場・会場準備

9:05 代表者打合せ

① 9:20 八王子マリーンズ ― 真鍋ミニバス たんぽぽ
(たんぽぽ・
たんぽぽ)

リングカシアナ― レオヴィスタ PBAシャークス
(PBAシャークス・
PBAドルフィンズ)

② 9:55 八王子マリーンズ ― たんぽぽ 真鍋ミニバス
(真鍋ミニバス・
リングカシアナ)

PBAドルフィンズ ― PBAシャークス レオヴィスタ
(レオヴィスタ・
レオヴィスタ)

③ 10:30 真鍋ミニバス ― リングカシアナ 八王子マリーンズ
(八王子マリーンズ・
八王子マリーンズ)

PBAドルフィンズ ― レオヴィスタ PBAシャークス
(PBAシャークス・
たんぽぽ)

④ 11:05 八王子マリーンズ ― リングカシアナ 真鍋ミニバス
(真鍋ミニバス・
真鍋ミニバス)

PBAシャークス ― たんぽぽ PBAドルフィンズ
(PBAドルフィンズ・
レオヴィスタ)

⑤ 11:40 真鍋ミニバス ― PBAドルフィンズ リングカシアナ
(リングカシアナ・
リングカシアナ)

PBAシャークス ― レオヴィスタ たんぽぽ
(たんぽぽ・
八王子マリーンズ）

12:15 昼食（2階踊り場または一旦退館して外）
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関東ジュニアクラブバスケットボール大会 U-12女子【Ⅰ・Ⅱ部】 第三節 試合日程

Aコート（出入口側） Bコート（ステージ側）

時間 (淡) カード (濃) TO (審判) (淡) カード (濃) TO (審判)

⑥ 13:00 たんぽぽ ― リングカシアナ PBAシャークス
(PBAシャークス・
PBAシャークス)

PBAドルフィンズ ― 八王子マリーンズ レオヴィスタ
(レオヴィスタ・
真鍋ミニバス)

⑦ 13:35 PBAシャークス ― リングカシアナ PBAドルフィンズ
(PBAドルフィンズ・たん
ぽぽ)

真鍋ミニバス ― レオヴィスタ 八王子マリーンズ
(八王子マリーンズ・
八王子マリーンズ）

⑧ 14:10 たんぽぽ ― PBAドルフィンズ リングカシアナ
(リングカシアナ・
リングカシアナ)

八王子マリーンズ ― レオヴィスタ PBAシャークス
(PBAシャークス・
真鍋ミニバス）

⑨ 14:45 リングカシアナ― PBAドルフィンズ レオヴィスタ
(レオヴィスタ・
レオヴィスタ)

真鍋ミニバス ― PBAシャークス たんぽぽ
(たんぽぽ・
八王子マリーンズ）

⑩ 15:20 レオヴィスタ ― たんぽぽ リングカシアナ
(リングカシアナ・PBAドル
フィンズ)

八王子マリーンズ ― PBAシャークス SAN
(真鍋ミニバス・
リングカシアナ）

⑪ 16:05 真鍋ミニバス ― たんぽぽ 八王子マリーンズ
(八王子マリーンズ・
PBAシャークス)

片付け

16:40 片付け・退館（18:00完全撤収）

試合時間 ： 6分2Q [6分‐1分-6分]1Q・3Q扱い（コートチェンジします）



駐車場について
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