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スコアシートの記入について 

鑑部分は第１試合目のTOチームが全試合記
入（役員が指示します） 

メンバー登録は別添送付したエクセルシー
トに予め記入して印刷し、切ったものを
貼っても可とする 

スコアシートはスコアラーが本部へ持って
くる。持ってくる前に、星取表に点数を書
いてくる 



試合時間について 

第一試合のみ定刻  

それ以降は、前の試合終了１０分後に
スタートとする。 

記載時間より早くなる可能性がござい
ます。 



メンバー登録について 
 ■今シーズンでユニホームを変えるチーム 

 新しいユニホームが来たら新しいユニホームの番号にエントリー
シートを差し替えてください。 

 ただし、追加エントリーは受け付けません。自チームの第一試合ま
でに追加登録を赤で記入してください。 

 

 ■エントリーシートを提出したが、番号を変えたい 

 自チームの第一試合までに番号変更を赤で記入してくれれば大丈夫
です。 

 

 ■ユニホームが足りないチーム 

 番号固定している方はエントリーシートに番号を通常記入 

 番号固定していない方はエントリーシートの番号を赤丸で囲ってく
ださい。 

 ただし、１試合選手１８人以上の登録はできません。 

 リーグ戦のみの特別措置で、トーナメントは１８人固定です。 



メンバー登録について 

Ｂ・Ｗリーグに登録していた選手について 

県内リーグ中は追加登録を認める 

メンバー表に赤で名前・ＩＤ等を追加
記入する 

県内トーナメントにおいては、メン
バー表提出後は追加・移籍登録は一切
認めない 

 



責任者チームについて 

当日のTOセットと試合球の持ち帰り 

当日最終ゲームが終わったら体育館の
観客席等の復元やゴミ確認（追加） 

次会場へのTOセット搬入 

第一試合開始３０分前までに到着 



棄権について（要項と変更点赤色） 

  申し出 ７日前 ２万円罰金 

  ７日～当日 ３万円罰金 

 後日、理事会を経てペナルティーを通達
する。 

 棄権チームはそのゲームを負けとし、０
対２０の得点表記とする 

 棄権チームの補てんとしてTOや審判を
行ったチームには謝礼を出す 

 棄権チームの相手チームに関しては、当
日のＴＯや帯同審判は行わない 



棄権罰則について 

  罰則金は試合当日に責任者が会場へ
持ってくる 

棄権チームはＴＯを行う 
（最低２名の参加。残りは役員等から補てんする） 

その他の罰則は理事会を経て通達 
 



棄権チームの代わりに行っていただく
TO・審判について 

事前に本部から連絡があります。 

本来、審判・TOがないチームにお願
いすることもあります。 

 その際には、謝礼をお渡しいたしま
す。 

TO・審判をやっていただく方へ 

シャチハタでない印鑑を持参してくだ
さい 



ＴＯチームについて 

 第３ゲームに試合のチーム 

→１・４試合のＴＯを担当 

→各試合３名ずつの選出 
 
両チーム間の合意であれば 

→１・４試合のどちらかの試合を 

１チームで担当可能とする。 

ただし、５名以上のＴＯを必ず確保すること。 

例：第１試合Ａチーム６人  

  第４試合Ｂチーム５人 

その際には必ず、連盟競技委員に報告を行う 



ＴＯ持ち帰り 

運用表 
6月10日 小糸 持込み 小糸体育館

持帰り 楽笑会（男）
6月10日 浜松湖北高 持込み 常大静岡 浜松ホトニクス

持帰り 静岡教員Ａ クラブアルク
6月17日 エコパ 持込み 常大静岡 楽笑会（男）

持帰り Ｗａｉｏｒｉ ＩＧＵＣＨＩ
6月17日 小糸 持込み クラブアルク

持帰り 役員
6月24日 旭化成 持込み 静岡教員Ａ

持帰り ＩＺＵＲＡＳＨＩ
6月24日 東部 持込み Ｗａｉｏｒｉ ＩＧＵＣＨＩ

持帰り 浜松市役所 小糸製作所
7月8日 富士市立 持込み ＩＺＵＲＡＳＨＩ 小糸製作所

持帰り 楽笑会（女） アサヒＢＲＥＷＥＲＳ
7月8日 常葉大学 持込み 役員 県協会

瀬名キャンパス 持帰り 役員
7月15日 東海大海洋 持込み ＪＲ東海

持帰り 旭化成富士
7月22日 浜松湖北高 持込み 楽笑会（女） 役員

持帰り ＬＡＳＥＲ 静岡市役所
7月22日 旭化成 持込み 旭化成富士 アサヒＢＲＥＷＥＲＳ

持帰り 東邦テナックス スズキ
8月5日 富士市立 持込み 東邦テナックス 静岡市役所

持帰り クアーズ イカイＮａｖｙＷａｓｐ
8月26日 北部 持込み ＬＡＳＥＲ スズキ

持帰り ＳＩＬＶＥＲＢＡＣＫ 日本プラスト
9月9日 三保 持込み クアーズ 日本プラスト

持帰り
9月16日 掛川しーすぽ 持込み ＳＩＬＶＥＲＢＡＣＫ イカイＮａｖｙＷａｓｐ ＳＩＬＶＥＲＢＡＣＫ

持帰り



準備について 

第１試合開始１時間前に会場 

第１試合２チーム+TO担当３名/チー
ムが準備を行う 

２４秒計は椅子を使って設置する 

 準備片付けの効率化を図るため 



ゴミの持ち帰りについて 

自チームで出たごみは持ち帰る 

自動販売機の空き缶捨てゴミ箱にあふ
れているような場合、周りに置かない 

 やめてください→ 



帯同審判について 

 大会開催週の火曜日までに下記アドレスまでどな
たが帯同審判を担当するのかを必ず報告をしてく
ださい。 

 審判委員会に依頼する場合も遅くとも火曜日まで
にお願いします。 

 

※連絡先※ 

社会人連盟審判委員長 木下晋一 

090-4268-4866 

moyac_ref@yahoo.co.jp 

 



審判資格を目指す方へ 

 チームからでも、知り合いからでも審判資格を目
指す方は下記連絡先に一報をお願いいたします。 

 

※連絡先※ 

社会人連盟審判委員長 木下晋一 

090-4268-4866 

moyac_ref@yahoo.co.jp 

 



各責任者連絡先 
役 職 名 前 電 話 番 号 メールアドレス 

競技委員長 井出啓太 090-5116-3534 gmbbc_no4@yahoo.co.jp 

副競技委員長 
１・２部・女子担当 

山口裕史 090-8488-7195 h64.ymgch@nifty.com 

副競技委員長 

３部担当 
磯野達也 090-2685-7991 isono@fuji-kousya.jp 

競技委員 
１・２部・女子担当 

塚本峻弥 090-9126-4998 vin_bleu_8@yahoo.co.jp 

審判長 木下晋一 090-4268-4866 moyac_ref@yahoo.co.jp 

ＴＯ委員長 浅野慶太郎 090-9916-8616 t_keitarou_asano@yahoo.co.jp 

競技関係でメールを送る際には、お手数です
がＣＣにて他の競技委員３名も入れて送って
ください。宛先は１名だけで結構です。 



駐車場利用制限について 
体育館 駐車制限 備考 

エコパ なし 駐車指定あり 

小糸製作所 なし ※１ 

東海大海洋 ３台／チーム ※２ 

浜松湖北高校 なし  

富士市立体育館 ３台／チーム 体育館下のみ※５ 

静岡北部体育館 なし  

日立体育館 なし  

三保体育館 なし  

三菱電気体育館 なし ※３ 

静岡市東部体育館 ３台／チーム  

常葉大学 

瀬名キャンパス 

なし ※４ 

 駐車場制限のある体育館は表記している台数以外は 

近隣有料駐車場等に停めてください。 

もしくは、役員に相談してください。 



※１小糸製作所駐車場について 

体育館 

駐車場 

体育館周りは役員のみ 



※２東海大海洋駐車場について 



※３三菱電機駐車場について 



※４常葉大学瀬名キャンパス 

駐車場について 



※５富士市立体育館駐車場につ
いて 

体育館 駐車場 

役員駐車（縦列） 



駐車場利用許可証 

責任者団体 静岡県社会人バスケットボール連盟 

許可証ナンバー １ 

チーム 

運転者 

携帯（任意） 



駐車場利用許可証 

責任者団体 静岡県社会人バスケットボール連盟 

許可証ナンバー ２ 

チーム 

運転者 

携帯（任意） 



駐車場利用許可証 

責任者団体 静岡県社会人バスケットボール連盟 

許可証ナンバー ３ 

チーム 

運転者 

携帯（任意） 


