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足立区バスケットボール連盟
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実施要項】
第 71回 足 立 区民体 育大会 バ スケットボール 競技 【
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足立区 、(公 財 )足 立区体育協会 、足立区バスケットボール連盟
足立区バスケットボール連盟 (FABA)
平成 30年 8月 26日 (日 )
東和 、伊興、江北、花畑
平成 30年 9月 2日 (日 )
鹿浜、スイム 、中央本町
平成 30年 9月 9日 (日 )
伊興、江北
花畑、スイム
平成 30年 9月 16日 (日 )
平成 30年 9月 17日 (月 "祝 )中 央本町、梅 田
平成 30年 9月 23日 (日 )
梅田
平成 30年 9月 24日 (月・祝 )ス イム
参加資格 ■足立区在住在勤者 により構成されたチームで、平成 30年 度足 立区バスケットボール
連盟に加盟されたチームとする。
各チーム 1名 以上の 帯同審判員 が派遣 できるチーム b(男 女の兼任は不可 )
■登 録 人数 に制限 はありませんが、他チームに同一選手 の登 録 はできない。
ダブル登録は、代表者会議までに申し出ること。それ以降 に発覚 の場合はその選手
の今大会 へ の出場 は認められない。(年 度内 の選手の移籍 は認められません。)
■平成 24年 度を終えて、大会規約 口
大会要項を厳守することをもとに、一切の処分を
取 り消し、大会の参加を認める。
競技方法 日本 バスケットボール協会競技規則 (現 行 ルール )に よる。
・リーグ戦で第 24回 渋谷杯 の大会 結果 にて各部 に振分 けする。
男女別部制 トーナメント
¥5,000‑
大会参加費 1チ ームにつき
年間登録費 登録選手 1名 につき ¥ 400‑(イ ベント保険料を含む )
申込方法 と 男1紙 の加盟 申込書 と選手登録用紙 に必 要事項を記入 の上、下記要領で申込む こと。
問合せ 選手登録用紙 は、そのまま保険会社に提出するので全て漏れなく記入すること。
また不正登録者 には 、保険 の適用ができません。
連盟ホームページより(http//adachド basketbJLtokyo/)大 会要項・加盟 申込書
選手登録用紙をダウンロードして、必要事項を明記 の上 、2/15必 着 で返信下さい。
加盟費・登録費・参加費 は、下記の 口座 にチーム名で、お振込下さい。
・
・
ホ―ル連盟
足立成和信用金庫 竹 ノ塚支店 普通0404609足 立区ハスケット
振込手数料 の 負担 は、各チームでお願 い致します。
※必要書 類 の 送信 と費用 の振込みを2/15迄 に完 了されたチームを受付とします。
問合せ :連 盟 メールアドレス adachiku.bb@gmail.com
抽選会及び 抽選会 :平 成 30年 8月 1日 (水 )19:30竹 ノ塚地域学習センター 3Fレ クホール
代表者会議 代表者 :平 成 30年 8月 21日 (火 )19:30竹 ノ塚地域学習センター 3Fレ クホール
｀
※代表者会議に欠席のチームは、出場辞退とし今大会の参加資格を没収する。
▲年間登録制度を採用 していますので、年度内の選手の移籍 はできません。
注意事項
その他 なお、追加登録 は抽選会で受付けます。
▲ 申込 に際し、下記の事項を各チーム選手 並びに応援者に徹底すること。
住所 "ケ ガの
◎大会期間中のケガについては 、必ずコー ト主任にチーム名・氏名 口〒 口
状態を申し出ること。後 日申し出た場合は、保険 が適用できません。
◎会場 には (抽 選会・代表者会議を含む )最 寄 の 交通機関を利用 し、自動車 での 来場
はしないこと。
▲各チームの代 表者 は大会 中の会 場整 理・運営・清掃 に協 力して下さい。また、大会
運営 上会場責任者 が不足した場合 はチームの代 表者 に協力して頂くことが有 ります
ので、ご了承ください。
▲以上 会場責任者 の指 示に従うこと。その他、会場での暴 力沙汰等著しくスポーツマン
として相応 しくない行為をした場合 や、当連盟に協 力的でない場合は大会の参加を
取 り消す場合 が あります。
があります。
主 催
主 管
日時・会場

