
第１９回北信越オールスタ－選抜チームバスケットボ－ル交歓試合実施要項

１ 期 日 平成２９年２月１８日（土）、１９日（日）

２ 会 場 朝日町文化体育センタ－（サンリーナ）

富山県下新川郡朝日町越306 ℡ 0765-83-1838

３ 参 加 県 福井県、長野県、石川県、新潟県、富山県

４ 競技方法 参加全チ－ムによるリ－グ戦（U14、U13とも）

５ 主 催 北信越中学生バスケットボール連盟

６ 共 催 富山県バスケットボール協会

７ 後 援 朝日町バスケットボール協会、㈱モルテン

８ 日 程 ２月１８日（土）（U14、U13とも)

開 場 ９時００分 ＊開会式はありません。

試合開始 ９時４０分

試合終了 １６時４０分

２月１９日（日）（U14、U13とも）

開 場 ８時００分

試合開始 ９時００分

試合終了 １５時４０分 ＊閉会式はありません。

９ U14試合日程

＜２月１８日（土）＞ Ａコ－ト(男子) ＴＯ Ｂコ－ト(女子) ＴＯ

第１試合 ９：４０～ 福井県－富山県 石川県 福井県－富山県 石川県

第２試合 １１：００～ 長野県－石川県 新潟県 長野県－石川県 新潟県

第３試合 １２：２０～ 新潟県－福井県 富山県 新潟県－福井県 富山県

第４試合 １３：４０～ 富山県－長野県 福井県 富山県－長野県 福井県

第５試合 １５：００～ 石川県－新潟県 長野県 石川県－新潟県 長野県

＜２月１９日（日）＞ Ａコ－ト(男子) ＴＯ Ｂコ－ト(女子) ＴＯ

第１試合 ９：００～ 長野県－新潟県 富山県 長野県－新潟県 富山県

第２試合 １０：２０～ 石川県－福井県 新潟県 石川県－福井県 新潟県

第３試合 １１：４０～ 新潟県－富山県 長野県 新潟県－富山県 長野県

第４試合 １３：００～ 福井県－長野県 石川県 福井県－長野県 石川県

第５試合 １４：２０～ 富山県－石川県 福井県 富山県－石川県 福井県

☆積雪が多い＊男女同じ ＜長野県が遅れる場合＞ ＊初日の試合時間を２０分遅

＜２月１８日（土）＞ ＡＢコ－ト（男女） ＴＯ らせる

＊新潟県が遅れる場合は、時

第１試合 １０：００～ 福井県－富山県 石川県 間のみの対応をする。

第２試合 １１：２０～ 石川県－新潟県 富山県 ＊二日目は変更なし

第３試合 １２：４０～ 長野県－石川県 福井県 ＊石川県が連続試合になる

第４試合 １４：００～ 新潟県－福井県 長野県 為、可能であれば第２、

第５試合 １５：２０～ 富山県－長野県 新潟県 ３試合の間を多めに取る。
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＜２月１８日（土）＞ Ｃコ－ト(男子) ＴＯ Ｄコ－ト(女子) ＴＯ

第１試合 ９：４０～ 石川県－富山県 福井県 石川県－富山県 福井県

第２試合 １０：２０～ 福井県－富山県 石川県 福井県－富山県 石川県

第３試合 １１：００～ 福井県－石川県 富山県 福井県－石川県 富山県

第４試合 １１：４０～ 新潟県－石川県 長野県 新潟県－石川県 長野県

第５試合 １２：２０～ 新潟県－長野県 福井県 新潟県－長野県 福井県

第６試合 １３：００～ 富山県－長野県 新潟県 富山県－長野県 新潟県

第７試合 １３：４０～ 新潟県－福井県 富山県 新潟県－福井県 富山県

第８試合 １４：２０～ 長野県－石川県 新潟県 長野県－石川県 新潟県

第９試合 １５：００～ 富山県－新潟県 長野県 富山県－新潟県 長野県

第10試合 １５：４０～ 長野県－福井県 石川県 長野県－福井県 石川県

＜２月１９日（日）＞ Ｃコ－ト(男子) ＴＯ Ｄコ－ト(女子) ＴＯ

第１試合 ９：００～ 長野県－新潟県 福井県 長野県－新潟県 福井県

第２試合 ９：４０～ 長野県－石川県 新潟県 長野県－石川県 新潟県

第３試合 １０：２０～ 福井県－新潟県 長野県 福井県－新潟県 長野県

第４試合 １１：００～ 長野県－富山県 新潟県 長野県－富山県 新潟県

第５試合 １１：４０～ 石川県－新潟県 富山県 石川県－新潟県 富山県

第６試合 １２：２０～ 富山県－新潟県 長野県 富山県－新潟県 長野県

第７試合 １３：００～ 長野県－福井県 石川県 長野県－福井県 石川県

第８試合 １３：４０～ 石川県－福井県 富山県 石川県－福井県 富山県

第９試合 １４：２０～ 富山県－福井県 石川県 富山県－福井県 石川県

第10試合 １５：００～ 富山県－石川県 福井県 富山県－石川県 福井県

11 そ の 他 ・ 大会中の負傷については救急病院を紹介しますが、それ以外の責任

は負いません。

・ 本交歓試合は、教育活動外の試合になります。選手、スタッフは、

スポ－ツ傷害保険等に加入して参加してください。

・ ユニフォ－ムは組合せの左側を淡色とし、ベンチはオフィシャルに

向かって右側を原則として行います。

・ U14は第１体育室、U13は第２体育室を会場とします。


