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趣 旨

主 催 古賀市バスケットボール協会ジュニア部

後 援 ＮＰＯ法人古賀市体育協会

日 時

会 場 ３日 男子 女子
１０日 男子 女子

参 加 費 １チーム　５,０００円
男子１２チーム　女子１２チーム
参加費の徴収は、３日(大会１日目)に各会場受付（ステージ）にて行います。

競 技 規 則 ①　日本バスケットボール協会ミニバスケットボール競技規則に準ずる。
②　試合時間は5分-1分-5分　ハーフ3分　5分-1分-5分、試合間は10分とする。
③　ユニフォームは、原則、濃淡２色を準備すること。
④　ディフェンスは、マンツーマンディフェンスとする。
⑤　延長戦は行わない。同率の場合は下記の方法で順位を決定する。

1　得失点差
2　総得点
3　ゴールアベレージ(総得点÷総失点)

表 彰 チーム表彰 １位パート（優勝・準優勝・３位）、２位パート（優勝）、３位パート（優勝）
個人賞 チャレンジ賞（各チーム１名：監督推薦による)
参加賞 各チーム５号球ボール１個

そ の 他 大会結果等は古賀市バスケットボール協会ホームページでお知らせいたします。
各チームでご確認ください。
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チャレンジカップ2017　大会要項

　ミニバスケットボール競技を通じて、少年少女の体力づくりと心身の育成を図るとともに、古賀市及び近隣との
交流、バスケットボール競技の普及発展を目的とする。

平成２９年９月３日（日）
平成２９年９月１０日（日）

チャレンジカップ（予選リーグ)
チャレンジカップ（決勝リーグ）

小野小学校
舞の里小学校

青柳小学校
古賀西小学校



大 会 役 員

会 場 設 営 ３日 担当チーム 責任者
１０日 担当チーム 責任者
３日 担当チーム 責任者

１０日 担当チーム 責任者

注 意 事 項 ① ３日、１０日ともに、第一試合は、９時開始となります。
② 各チームの監督または代表者の方は、必ず８時３０分までに集合してください。
③ 開会式は行いません。設営が整い次第ゲームへ移行します。
④ １試合目のチームは会場設営の妨げにならないようにして、アップを開始してください。
⑤ 体育館の利用は各会場の責任者の指示に従ってください。
⑥ 駐車場に限りがあるため、車の乗り入れは、１チーム４台（指導者含む）迄とさせて頂きますので、ご了承ください。
⑦ 車の駐車は、駐車場係の指示に従って駐車してください。

※各会場では、大会当日に他の競技団体の試合や練習と重なる場合があります。

※混雑時には、車の移動をお願いする場合があるため、本要項末尾にある「駐車カード」にチーム名を記載し、フロントガラスから

見える位置に置いてください。

⑧ ゴミは各チームで責任を持って持ち帰り、忘れ物の無いようにお願いいたします。
※所有チームが判別出来ない忘れ物は協会で処分しますのでご了承ください。

⑨ 貴重品は各人が責任を持って管理するようにお願いいたします。 2

力丸剛（古賀ＴＶ）

男子会場
小野小学校
舞の里小学校

水上隆弘

実行委員

事務局

青柳クラブ（古賀市） 古賀TV（古賀市）

永元義則

大会実行委員長

上田寛（青柳クラブ） 奥野源太郎（青柳クラブ）

女子会場
青柳小学校
古賀西小学校

岩崎猛男（古賀ＴＶ） 庄嶋勝司（小野ＳＳ）

チャレンジカップ2017　留意事項等について

志免西（志免町）

青柳クラブ（古賀市） 古賀TV（古賀市） 下山門（福岡市）

春日南（春日市）

山本剛嗣（古賀ブレイス）
久武城啓介 成富武 島田賢治

今玄（福岡市）

天野幸治 菅悠太
西野裕昭

参 加 チ ー ム

日の里西（宗像市） くすのき（宗像市） 福間（福津市）福間南（福津市）

男子 三宅（福岡市） 長丘（福岡市） 弥生（福岡市）下山門（福岡市）

古賀ブレイス（古賀市） 小野SS（古賀市）

女子

木村博光（青柳クラブ）

古賀TV女子
青柳クラブ女子
古賀ブレイス
小野SS 庄嶋勝司

山本剛嗣
奥野源太郎
岩崎猛男

日の里西（宗像市） くすのき（宗像市） 福間南（福津市） 神興東（福津市）

三宅（福岡市） 長丘（福岡市）



24 36 24 39

37 30 27 28

41 41 48 26

33 48 10 14

26 17 46 90

39 32 17 54
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弥生福間

下山門

古賀ブレイス

古賀ＴＶ

Ａ－２ Ａ－４

Ｂ－１ Ｂ－３

2017年度　チャレンジカップ（予選）組み合わせ　男子　小野小学校　【平成29年9月3日（日）】

日の里西 三宅

くすのき 長丘

Ａ－６

Ｂ－７

Ａ－１ Ａ－３

Ｂ－２ Ｂ－４

福間南

Ａ－７

Ｂ－６

青柳

小野ＳＳ

Ｂパート

ＣパートＡパート

Ｄパート



開始時間 Ｔ・Ｏ Ｔ・Ｏ

第１試合 青柳 ＶＳ 日の里西 古賀ＴＶ ＶＳ 福間南

結果 24 ・ 37 24 ・ 27

第２試合 古賀ブレイス ＶＳ 福間 小野ＳＳ ＶＳ くすのき

結果 33 ・ 26 10 ・ 46

第３試合 三宅 ＶＳ 青柳 下山門 ＶＳ 古賀ＴＶ

結果 30 ・ 36 28 ・ 39

第４試合 ちびっ子 ＶＳ ちびっ子 ちびっ子 ＶＳ ちびっ子

結果 ・ ・

第５試合 弥生 ＶＳ 古賀ブレイス 長丘 ＶＳ 小野ＳＳ

結果 17 ・ 48 90 ・ 14

第６試合 日の里西 ＶＳ 三宅 福間南 ＶＳ 下山門

結果 41 ・ 41 48 ・ 26

第７試合 福間 ＶＳ 弥生 くすのき ＶＳ 長丘

結果 39 ・ 32 17 ・ 54

第８試合 ちびっ子 ＶＳ ちびっ子 ちびっ子 ＶＳ ちびっ子

結果 ・ ・

4

１５：２５～１６：１０

１３：３５～１４：２０

１４：３０～１５：１５

１１：４５～１２：３０

１２：４０～１３：２５

2017年度　チャレンジカップ（予選）日程　男子　小野小学校　【平成29年9月3日（日）】

９：５５～１０：４０

１０：５０～１１：３５

Ａコート（ステージ側） Ｂコート（入口側）

９：００～９：４５
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Ａ－５ Ｂ－５

Ｃパート２位
古賀TV

Ｂ－２
Ｄパート２位
くすのき

Ａ－３

Ｂ－３

Ｂ－４

Ｃパート３位
下山門

Ｂ－１
Ｄパート３位
小野SS

Ａ－４

2017年度　チャレンジカップ（決勝）組み合わせ　男子　舞の里小学校　【平成29年9月10日（日）】

Ａパート１位
日の里西

Ｃパート１位
福間南

Ｄパート１位
長丘

Ｂパート３位
弥生

Ａパート２位
青柳

Ａ－６ Ｂ－６

１位リーグ

２位リーグ

Ｂパート２位
福間

Ａ－２

３位リーグ

Ａパート３位
三宅

Ａ－１

Ｂパート１位
古賀ブレイス

Ｂ－９

Ａ－８ Ａ－７Ｂ－８ Ｂ－７

Ａ－９



開始時間 試合/審判 Ｔ・Ｏ Ｔ・Ｏ

第１試合 三宅 ＶＳ 弥生 下山門 ＶＳ 小野SS

審判 日の里西 ・ 古賀ブレイス 福間南 ・ 長丘

第２試合 青柳 ＶＳ 福間 古賀TV ＶＳ くすのき

審判 三宅 ・ 弥生 下山門 ・ 小野SS

第３試合 日の里西 ＶＳ 古賀ブレイス 福間南 ＶＳ 長丘

審判 青柳 ・ 福間 古賀TV ・ くすのき

第４試合 三宅 ＶＳ 下山門 弥生 ＶＳ 小野SS

審判 日の里西 ・ 福間南 古賀ブレイス ・ 長丘

第５試合 青柳 ＶＳ 古賀TV 福間 ＶＳ くすのき

審判 三宅 ・ 下山門 弥生 ・ 小野SS

第６試合 日の里西 ＶＳ 福間南 古賀ブレイス ＶＳ 長丘

審判 青柳 ・ 古賀TV 福間 ・ くすのき

第７試合 小野SS ＶＳ 三宅 下山門 ＶＳ 弥生

審判 長丘 ・ 日の里西 福間南 ・ 古賀ブレイス

第８試合 くすのき ＶＳ 青柳 古賀TV ＶＳ 福間

審判 小野SS ・ 三宅 下山門 ・ 弥生

第９試合 長丘 ＶＳ 日の里西 福間南 ＶＳ 古賀ブレイス

審判 くすのき ・ 青柳 古賀TV ・ 福間

１７：００～ 閉会式・表彰式

１５：２５～１６：０５
Aコート
第７試合
負け

Bコート
第７試合
負け

１６：１５～１７：００
Aコート
第８試合
負け

Bコート
第８試合
負け

１３：３５～１４：２０ 福間 くすのき

１４：３０～１５：１５
Aコート
第６試合
負け

Bコート
第６試合
負け

１１：４５～１２：３０ 古賀ブレイス 長丘

１２：４０～１３：２５ 弥生 小野SS

９：５５～１０：４０ 三宅 下山門

１０：５０～１１：３５ 青柳 古賀TV

2017年度　チャレンジカップ（決勝）日程　男子　舞の里小学校　【平成29年9月10日（日）】

Ａコート（ステージ側） Ｂコート（入口側）

９：００～９：４５ 日の里西 福間南



　 24 41 12 24

43 18 60 39

38 15 33 9

11 13 27 34

29 41 36 18

29 21 40 13
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2017年度　チャレンジカップ（予選）組み合わせ　女子　青柳小学校　【平成29年9月3日（日）】

日の里西 三宅

Ａ－１ Ａ－３ Ｂ－１ Ｂ－３

青柳 福間南 古賀ＴＶ 志免西
Ａ－６ Ｂ－６

神興東 くすのき

長丘 下山門 春日南 今玄
Ａ－７ Ｂ－７

Ａ－２ Ａ－４ Ｂ－２ Ｂ－４

Ａパート

ＤパートＢパート

Ｃパート



開始時間 Ｔ・Ｏ Ｔ・Ｏ

第１試合 日の里西 ＶＳ 青柳 三宅 ＶＳ 古賀ＴＶ

結果 24 ・ 43 12 ・ 60

第２試合 神興東 ＶＳ 長丘 くすのき ＶＳ 春日南

結果 11 ・ 29 27 ・ 36

第３試合 福間南 ＶＳ 日の里西 志免西 ＶＳ 三宅

結果 18 ・ 41 39 ・ 24

第４試合 下山門 ＶＳ 神興東 今玄 ＶＳ くすのき

結果 41 ・ 13 18 ・ 34

第５試合 ちびっ子 ＶＳ ちびっ子 ちびっ子 ＶＳ ちびっ子

結果 ・ ・

第６試合 青柳 ＶＳ 福間南 古賀ＴＶ ＶＳ 志免西

結果 38 ・ 15 33 ・ 9

第７試合 長丘 ＶＳ 下山門 春日南 ＶＳ 今玄

結果 29 ・ 21 40 ・ 13

第８試合 ちびっ子 ＶＳ ちびっ子 ちびっ子 ＶＳ ちびっ子

結果 ・ ・
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2017年度　チャレンジカップ（予選）日程　女子　青柳小学校　【平成29年9月3日（日）】

Ａコート（ステージ側） Ｂコート（入口側）

９：００～９：４５

９：５５～１０：４０

１０：５０～１１：３５

１１：４５～１２：３０

１２：４０～１３：２５

１３：３５～１４：２０

１４：３０～１５：１５

１５：２５～１６：１０
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Ａ－６ Ｂ－６

2017年度　チャレンジカップ（決勝）組み合わせ　女子　古賀西小学校　【平成29年9月10日（日）】

１位リーグ

Ａパート１位
青柳

Ｂパート１位
長丘

Ａ－３

Ａ－５ Ｂ－５ Ａ－４ Ｂ－４

Ｃパート１位
古賀TV

Ｂ－３
Ｄパート１位

春日南

２位リーグ ３位リーグ

Ａパート２位
日の里西

Ｂパート２位
下山門

Ａパート３位
福間南

Ｄパート３位
今玄

Ｂパート３位
神興東

Ａ－２ Ａ－１

Ｃパート２位
志免西

Ｂ－２
Ｄパート２位
くすのき

Ｃパート３位
三宅

Ｂ－１

Ｂ－９

Ａ－８ Ａ－７Ｂ－８ Ｂ－７

Ａ－９ Ｂ－９

Ａ－８ Ａ－７Ｂ－８ Ｂ－７

Ａ－９



開始時間 試合/審判 Ｔ・Ｏ Ｔ・Ｏ

第１試合 福間南 ＶＳ 神興東 三宅 ＶＳ 今玄

審判 青柳 ・ 長丘 古賀TV ・ 春日南

第２試合 日の里西 ＶＳ 下山門 志免西 ＶＳ くすのき

審判 福間南 ・ 神興東 三宅 ・ 今玄

第３試合 青柳 ＶＳ 長丘 古賀TV ＶＳ 春日南

審判 日の里西 ・ 下山門 志免西 ・ くすのき

第４試合 福間南 ＶＳ 三宅 神興東 ＶＳ 今玄

審判 青柳 ・ 古賀TV 長丘 ・ 春日南

第５試合 日の里西 ＶＳ 志免西 下山門 ＶＳ くすのき

審判 福間南 ・ 三宅 神興東 ・ 今玄

第６試合 青柳 ＶＳ 古賀TV 長丘 ＶＳ 春日南

審判 日の里西 ・ 志免西 下山門 ・ くすのき

第７試合 今玄 ＶＳ 福間南 三宅 ＶＳ 神興東

審判 春日南 ・ 青柳 古賀TV ・ 長丘

第８試合 くすのき ＶＳ 日の里西 志免西 ＶＳ 下山門

審判 今玄 ・ 福間南 三宅 ・ 神興東

第９試合 春日南 ＶＳ 青柳 古賀TV ＶＳ 長丘

審判 くすのき ・ 日の里西 志免西 ・ 下山門

１７：００～ 閉会式・表彰式

2017年度　チャレンジカップ（決勝）日程　女子　古賀西小学校　【平成29年9月10日（日）】

Ａコート（ステージ側） Ｂコート（入口側）

９：００～９：４５ 青柳 古賀TV

９：５５～１０：４０ 福間南 三宅

１０：５０～１１：３５ 日の里西 志免西

１１：４５～１２：３０ 長丘 春日南

１２：４０～１３：２５ 神興東 今玄

１３：３５～１４：２０ 下山門 くすのき

１６：１５～１７：００
Aコート
第８試合
負け

Bコート
第８試合
負け

１４：３０～１５：１５
Aコート
第６試合
負け

Bコート
第６試合
負け

１５：２５～１６：０５
Aコート
第７試合
負け

Bコート
第７試合
負け
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駐車場カード
バスケットボール競技 - チャレンジカップ２０17

駐車場カード
バスケットボール競技 - チャレンジカップ２０17

チーム名

※チーム名は大きくはっきりとご記入ください。
※車の所有チームが分かるよう、外から見える位置に
　置いてください。
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