
2021年度 春季大会（4/24・25） 競技部からの連絡 

○今大会でもコーチ・顧問を含むチーム関係者はＩＤカード（「大会関係者」と記載）を下げるよ

うお願いします。 

○更衣室について 

 今大会では、更衣室を以下のように割り当てます。 

 男子更衣室：会議室（ボルダリングウォール裏手）の２部屋（※入口に濃淡掲示） 

 女子更衣室：淡色チーム→本来の女子更衣室 

       濃色チーム→本来の男子更衣室 

※以上のとおり、本来の男子更衣室は女子更衣室として使用します。間違いの無いようチーム  

 連絡よろしくお願い致します。 

○２５日のゲームのＴＯ 

 今大会も２５日（日）のＴＯは勝ち上がることができなかった市内校にお願いします。各校の顧

問の先生は生徒にその旨、２５日（日）にＴＯが入る可能性があることをお伝えください。よろし

くお願い致します。 

○ゲーム前後、ゲーム中について 

 ゲーム前に関しては、チーム待機スペース等で密にならないよう、また小まめな手指消毒・手洗

いのご指導よろしくお願い致します。また、今大会もゲーム終了後、コート・ベンチ・ＴＯ席の消

毒作業が完全に終わり、合図があるまでコート・ベンチに入らないようご指導ください。 

 ゲーム中は、コーチ・顧問含むベンチにいる者は、必ずマスク着用をお願い致します。 

 ゲーム後、ＴＯがないチームは速やかに会場を出るよう、ご協力よろしくお願い致します。 

また、その際にチーム座席スペースの消毒作業をお願い致します。 



○会場入り口の受付のお願い 

 昨年度と同様に会場の入り口に受付を設置しております。競技部の人員だけでは受付担当を当て

きれない状況があります。場合によっては、競技部以外の各校顧問の先生に受付担当をお願いする

場合があります。ご理解のうえ、ご協力をよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24日(土)　入場時間について
※なお、北陽・標茶・湖陵男子は会場設営のため8:00入場

※別海男子・湖陵女子・明輝男子は09:30に入場し、09:50までにTO席についてください。

入場可能時間 試合開始時間

8:00 ※会場設営 江南男子 標津男子 商業男子 中標津男子 工業男子 湖陵男子

10:00 根室男子 武修館男子 東男子 標茶男子

9:30 ※1試合目TO 別海男子 湖陵女子 明輝男子

9:35 11:35 江南女子 明輝女子

11:10 13:10 羅臼男子 中標津女子 弟子屈男子

12:45 14:45 北陽男子 別海・標津合同女子 商業女子

※全チーム必ず荷物を全て持って移動すること。
　　⇒ゲーム中はベンチ後方に荷物を置いて下さい。

　　⇒ＴＯチームはTO席後方に荷物をまとめて置いて下さい。

※ゲーム終了後、次試合・TOがない場合は速やかに退場・解散を

して下さい。
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C 南う01 南う02 南う03 南う04 南う05 南う06 南う07 南う08 南う09 南う10 南う11 南う12 南う13 南う14 南う15 南う16 南う17 南う18 南う19 南う20 南う21 南う22 南う23 南う24 南う25 南う26 南う27 南う28 南う29 南う30 南う31 南う32 南う33 南う34 南う35 南う36 南う37 南う38 南う39 南う40 南う41 南う42 南う43 南う44 南う45 南う46 南う47 南う48 南う49 南う50 南う51 南う52 南う53 南う54 南う55 南う56 南う57 南う58 南う59 南う60 南う61 南う62 南う63 南う64 南う65 南う66 南う67 南う68 南う69 南う70 南う71 南う72 南う73

D 南え01 南え02 南え03 南え04 南え05 南え06 南え07 南え08 南え09 南え10 南え11 南え12 南え13 南え14 南え15 南え16 南え17 南え18 南え19 南え20 南え21 南え22 南え23 南え24 南え25 南え26 南え27 南え28 南え29 南え30 南え31 南え32 南え33 南え34 南え35 南え36 南え37 南え38 南え39 南え40 南え41 南え42 南え43 南え44 南え45 南え46 南え47 南え48 南え49 南え50 南え51 南え52 南え53 南え54 南え55 南え56 南え57 南え58 南え59 南え60 南え61 南え62 南え63 南え64 南え65 南え66 南え67 南え68 南え69 南え70 南え71 南え72 南え73

E 南か１ 南か２ 南か３ 南か４ 南か５ 南か６ 南か７ 南か８ 南か９ 南か１０ 南か１１ 南か１２ 南か１３ 南か１４ 南か１５ 南か１６ 南か１７ 南か１８ 南か１９ 南か２０ 南か２１ 南か２２ 南か２３ 南か２４ 南か２５ 南か２６ 南か２７ 南か２８ 南か２９ 南か３０ 南か３１ 南か３２ 南か３３ 南か３４ 南か３５ 南か３６ 南か３７ 南か３８ 南か３９ 南か４０ 南か４１ 南か４２ 南か４３ 南か４４ 南か４５ 南か４６ 南か４７

F 南き１ 南き２ 南き３ 南き４ 南き５ 南き６ 南き７ 南き８ 南き９ 南き１０ 南き１１ 南き１２ 南き１３ 南き１４ 南き１５ 南き１６ 南き１７ 南き１８ 南き１９ 南き２０ 南き２１ 南き２２ 南き２３ 南き２４ 南き２５ 南き２６ 南き２７ 南き２８ 南き２９ 南き３０ 南き３１ 南き３２ 南き３３ 南き３４ 南き３５ 南き３６ 南き３７ 南き３８ 南き３９ 南き４０ 南き４１ 南き４２ 南き４３ 南き４４ 南き４５

G 南く１ 南く２ 南く３ 南き４ 南く５ 南く６ 南く７ 南く８ 南く９ 南く１０ 南く１１ 南く１２ 南く１３ 南く１４ 南く１５ 南く１６ 南く１７ 南く１８ 南く１９ 南く２０ 南く２１ 南く２２ 南く２３ 南く２４ 南く２５ 南く２６ 南く２７ 南く２８ 南く２９ 南く３０ 南く３１ 南く３２ 南く３３ 南く３４ 南く３５ 南く３６ 南く３７ 南く３８ 南く３９ 南く４０ 南く４１

H 南け１ 南け２ 南け３ 南け４ 南け５ 南け６ 南け７ 南け８ 南け９ 南け１０ 南け１１ 南け１２ 南け１３ 南け１４ 南け１５ 南け１６ 南け１７ 南け１８ 南け１９ 南け２０ 南け２１ 南け２２ 南け２３ 南け２４ 南け２５ 南け２６ 南け２７ 南け２８ 南け２９ 南け３０ 南け３１ 南け３２ 南け３３ 南け３４ 南け３５ 南け３６ 南け３７ 南け３８ 南け３９

I 南こ１ 南こ２ 南こ３ 南こ４ 南こ５ 南こ６ 南こ７ 南こ８ 南こ９ 南こ１０ 南こ１１ 南こ１２ 南こ１３ 南こ１４ 南こ１５ 南こ１６ 南こ１７ 南こ１８ 南こ１９ 南こ２０ 南こ２１ 南こ２２ 南こ２３ 南こ２４ 南こ２５ 南こ２６
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5

A

車

イ

ス

6

7

8

9

10

西側観覧席

２階席 ２３６席

３階席 １８６席

明輝 女子湖陵 女子

中標津 女子

商業 女子北陽 女子

別海・標津合同 女子

湖陵 男子

工業 男子

東 男子 標茶 男子 根室 男子 武修館 男子

別海 男子 江南 男子

◎注意事項
・各チームの顧問の先生は以下のように生徒へのご指導をよろしくお願い

致します。

・コート外でも必ずマスクを着用するようよろしくお願いします。参加者全員

のマスク着用が必要です。

・また、廊下等で密集することも避けて下さい。

・ゴミは各チーム確実に持ち帰って下さい。

・会場を後にする際は、顧問の先生が責任を持ってチームの座席スペー

スを消毒してください。

2021年度 春季高等学校バ

スケットボール大会

4/24(土)・25(日)日程

観客席 座席スペース

江南 女子

標津 男子羅臼 男子

商業 男子

中標津 男子

弟子屈 男子

明輝 男子

北陽 男子


