JAPAN BASKETBALL ASSOCIATION
6F KORAKU-KAJIMA BUILDING, 1-7-27 KORAKU, BUNKYO-KU, TOKYO 112-0004 JAPAN
TEL: +81-3-4415-2020 FAX: +81-3-4415-2021 WEB: http://www.japanbasketball.jp/

2017 年 3 月 21 日

都道府県ミニ バスケッ トボール連盟
理事長

各位

写）都道府県 バスケッ トボール協会
専務理事

各位

公益財団法人 日本バス ケットボール 協会
全国ミニバス ケットボ ール大会実施 委員会
委員長

井上

雅史

（公印省略）

第 49 回 全国ミ ニバスケッ トボー ル大会 からの変 更につ いて

拝啓

日頃よ り、日本 バスケットボ ール協会 ならびに当大 会実施委 員会にご協力 賜り有難

うございます 。
この度、日 本ミニバ スケットボー ル連盟（ 以下、「日本 ミニ連」） より「第 49 回大会全
国バスケット ボール大 会」からの 大 会制度一 部改訂の申入 れがあり 、当協会関係 委員会お
よび理事会の 方へ報告 し、下記の点 を変更す ることとなり ましたの で、ご連絡申 し上げま
す。
改編を行う にあたり 、日本ミニ連 よりアン ケートの実施 などを行 い、別紙報告 書等添付
させて頂きま す。また 、第 49 回大 会以降の 大会のあり方 について は、当協会の 特別委員
会「将来構想 委員会」 を中心に継続 して協議 、検討して参 ります。
年度末、何 かとご多 忙のことと存 じますが 、ご理解の程 お願い申 し上げます。
敬具

記

１．「第 49 回 全国ミニ バスケットボ ール大会 」以降からの 一部改訂
■改訂のおけ る背景
・勝利至上主 義になる ことにより、 様々な弊 害を及ぼして いること 。
・大会規定に チーム編 成による制限 があるこ と。
・勝敗によっ てゲーム 数に偏りが生 じること 。
（１） 競技方法の変 更
「男女各4ブ ロック優勝 制から、優勝 チームを 決めない『交 歓大会』 とする」
名称：「第49回全国ミ ニバスケット ボール交 歓大会」
・ゲーム数を 増やし、 極力参加チー ムが同じ ゲーム数にす る。
・優勝チーム を定めな いことにより 、勝利至 上主義を極力 排除して 行く。
公益財団法人日本バスケットボール協会
http://www.japanbasketball.jp/
〒112-0004 東京都文京区後楽 1-7-27 後楽鹿島ビル 6 階
TEL：03-4415-2020 FAX：03-4415-2021

JAPAN BASKETBALL ASSOCIATION
6F KORAKU-KAJIMA BUILDING, 1-7-27 KORAKU, BUNKYO-KU, TOKYO 112-0004 JAPAN
TEL: +81-3-4415-2020 FAX: +81-3-4415-2021 WEB: http://www.japanbasketball.jp/

（２） チーム編成に よる制限 の撤廃
「1チームを 構成する児 童在籍小学校 制限の撤 廃 」
・これまで「 4校枠」の 制限があった が、 4校枠 を撤廃する。
・5校以上で 編成された チームでも大 会出場は 認める。

（３） 開催会場の変 更
第49回大会開 催会場「 高崎アリーナ （群馬県 高崎市）」
・代々木第1/第2体育館 が、東京オリ ンピック の改修工事の ため使用 不可。
・2018年度（ 第50回） 大会開催会場 について は今後検討。

（４） その他
・その他のチ ーム編成 や運用につい ては「変 更なし」
・大 会期間：2018年3月 28日(水)～3月30日 (金 )

＊開催日 程は例年と 変更なし

２．日本ミニ 連からの 文書
（１）経 過報告
（２）全 国ミニバ スケットボー ル大会出 場における 1 チームを 構成する児童 在籍小学
校の学校数の 制限につ いて （平成 24 年 3 月文 書）

３．その他
（１）第 49 回大会 「大会要項」 の発信に ついては、 2017 年 9 月 ごろ予定
（２）本件の 内容に関 する連絡窓口
日 本ミニ連
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