
2019年度 埼玉県バスケットボール協会Ｕ12部会 第 3回議事録  

【日 時】 ２０１９年 6月 15日（土）  １８時３０分～２１時００分 

【場 所】 埼玉県スポーツ総合センター会議室 

【出欠名簿】 役員総数 17名＋県協会事務局長 出席 15名 欠席 3名 

有賀 千歳 ○ 篠田 好恵 × 小山 高広 ○ 外尾 直己 ○ 田村 則夫 ○ 

大柴 幸一 ○ 鈴木 康司 ○ 竹田 真太郎 ○ 波多野 隆史 ○ 栄田 真志 × 

藤井 博美 ○ 北原 信介 ○ 岩本 健司 ○ 矢嶋 吉雄 ○ 星野 延之 ○ 

小泉 登 ○ 矢島 伸彰 ○ 青砥 修二 ×     

※中部地区 青木氏が栄田氏の代理として出席 

 

【報告事項】 

1．部会長報告 

（1）全国部会長会議の内容について 

 

（2）旧関東ミニ連・関東大会関連について 

・解散した旧関東ミニ連の呼称を「関東連絡会」とする。 

・関東連絡会にて全国部会長会議の報告を行った。 

・収支決算報告の承認を取り JBAへ報告した。 

・役員の承認について。内容は以下の通り。 

群馬県はミニ連解散→Ｕ１２部会長は銭谷和雄氏 

茨城県は、Ｕ１２部会長/ミニ連理事長が高柳敏範氏に変更 

山梨県はＵ１２部会長に齋藤誠二氏、ミニ連は従来通り越水久也氏 

千葉県はＵ１２部会長に大橋一樹氏 

その他と県はＵ１２部会長/ミニ連理事長は変わらず 

※来年度、ミニ連はなくなり、Ｕ１２部会となる（ＪＢＡの方針） 

・第４０回千葉大会の反省 

・第４１回東京大会の予定 

   期日 令和２年１月４日（土）５日（日）２日間開催 

   場所 郷土の森総合体育館（３面）＋府中七中 or本宿 or豊田市 

   競技規則変更点…予選・決勝リーグともに延長戦を行う 

   参加費 ３０，０００円（ＪＢＡの補助金では運営できないため） 

   審判員 ２名までＪＢＡから補助金が出る。１名分は各都県より 

   ＭＣ 開催都県以外は、１名派遣 

   ショットクロックについては３０秒ルールを採用する 

   申し込み…１１月２７日必着 

   功労者表彰は経費を削減しても続ける 

   レセプション関係は、縮小化するか実施しない。実施の場合は会費制。 



・関東大会の今後について 

   大会経費、会場確保、実施時期、リーグ戦導入、ＪＢＡガバナンスにより、４３回神奈川大会より 

大会規模の大胆な縮小を行う。 

大会規模について･･･ 

Ａ案：参加チーム数男女各８チーム（各都県１チーム） 

        １日目 ４チームリーグ×２ ２日目 順位リーグ若しくはブロックトーナメント 計４８試合 

        １チームあたり２日間で６試合保証 コート４面２日間 

Ｂ案：参加チーム数男女各９チーム（開催都県２チーム） 

        １日目 ３チームリーグ×３ ２日目順位リーグ 

        １チームあたり２日間で４試合保証 コート３面２日間 

    実施時期の変更… 

２月の最終週若しくは３月の第１週の土日 

各都県の予選を全国・関東一本化して、１月に終了する。 

    その他の案･･･ 

      単独チームの参加をやめて、各都県Ｕ１２ＤＣ大会とするという案もある。チーム勝利至上主義の排除、

予選の必要性がなくなる、育成部とのリンク。ＪＢＡの検討グループの方針と合致するか再考が必要。 

上記の変更後の方式は神奈川大会から実施する。今年の大会までには結論を出す方針。 

第４２回埼玉大会は、従来通りの規模で、１２月２６日２７日に深谷ＢＴ、本庄ＳＤにて実施する予定。 

 

 ・7月以降の関東連絡会承認招待大会 

・東村山ＪＣカップ２０１９ ７月２０日２１日 男女各２チーム 

・サマーチャレンジ山梨２０１９ ８月３日４日 男女各２チーム 

・横須賀カップ ８月３日女子 ８月４日男子 男女各１チーム 

・山中湖フラワーカップ ８月１７日１８日 女子各 2チーム 

・ＴＯＭＩＵＲＡさざ波大会 8月 23日～25日 男女各 2チーム 

・取手グリーンカップ 8月 24日 25日 男女各 1チーム 

・沼田アップルフェスティバル 10月 5日 6日 男女各 1チーム 

・香取カップ 11月 30日 12月 1日 男女各 1チーム 

・欅杯バスケットボール選手権 12月 1日 8日 女子各県 1～2チーム 

・ふじやまカップ 12月 7日 8日 男子１、女子 2チーム 

・鹿島アントラーズカップ 12月 7日 8日 男女各 1チーム 

・船橋カップ 12月 14日女子 12月 15日男子 男女各 2チーム 

・高崎だるまカップ 2月 15日 16日 男女各 1チーム 

・関東招待大会 3月 1日 男女各県 1～2チーム 

 

（3）日程の変更について 

2020年 1月天皇杯皇后杯ファイナルラウンド実施に伴う 2019年度 U12冬季大会の日程の変更について 

                                                   →審議事項とする 



（4）移籍の現状等 

  6月 6日時点で 54件の承認実績 

（５）その他 

  スポーツ少年団大会への協力について依頼あり従来通り協力する。 

  スポーツ少年団大会の結果は関東地区承認大会等への推薦の参考とする。 

 

２．各担当報告  …記載の無い担当は報告事項なし 

（１）東部地区担当 

・スポ少大会の進捗報告 

・移籍に関しては地区責任者に情報共有が無いので把握できていない。 

・支部の立ち上げに関しては、年内中（10月頃目安）に草加市の全チーム代表者との顔合わせ予定。 

（2）西部地区担当 

・支部の立ち上げについて朝霞地区と打ち合わせ予定で進めている。 

・スポ少大会県大会（川越総合体育館）の準備について 

（3）南部地区担当 

・支部の立ち上げについては今後、打ち合わせをしていく予定にしたい。 

・地区大会の景品（トロフィーなど）の取り扱いについて 

（4）北部地区担当 

・スポ少大会の進捗報告 

・7月 6日に U12秋季大会と U10大会の申し込み締切り 

（5）中部地区担当 

・スポ少大会の進捗報告 

・新支部の立ち上げについては今後打ち合わせ予定あり 

（6）運営総務担当 

・県大会の賞状について 

順位、チーム名、開催日を空欄とした賞状のデータを県協会に依頼する。 

（7）育成担当 

・県 DCの活動開始、各地区より男女合計 20名の推薦を受けた。 

・県 DCの年間活動の予定表について再確認 

・8月 10日の交流会の要項については後日配信予定 

（8）MC担当 

・スポ少大会への派遣 

（9）ＴＯ担当 

・2019新ルールへの対応については周知済み。各種ツール等については練習試合でも活用してもらうよう 

徹底してください。 

・スコアシートの競技者及びコーチの「氏名」及び「ID番号」の確認について（役割の確認） 

県大会は競技担当が実施、各地区大会及び地区ブロック予選は地区競技担当及びブロック責任者 

または会場責任者とする。尚、氏名漢字の旧字体等の相違は本人確認が出来れば問題としない。 



（10）審判担当 

・テクニカルファウルの適用状況の報告について 

・審判ライセンス（C級、D級）の更新年度について注意 

（11）登録・財務 

・今年度大会の領収証について各地区責任者に配布済み 

・JBA（県協会）への収支報告には各地区の大会結果を添付しての提出が義務づけられた 

・2020年度からは参加費は JBAシステム対応とする 

・U12部会で開催する大会会場費（小学校会場）は 2000円から 3000円へ県下で統一された 

（12）その他 

・部会役員等に関わる慶弔関係の対応について、生花や香典などはその都度有志での対応とする。 

   

【審議事項】 

（1） Ｕ１０大会実施について 

 ・各地区のスケジュールについて 

  北部 7月 6日（申込締切）        10月開催 

  東部 7月 7日（組み合わせ抽選会）  10月開催 

  南部 7月 13日（申込締切）       10月開催 

  西部 7月 29日（申込開始）       10月開催 

  中部 7月 21日（組み合わせ抽選会） 11月開催 

 ・申し込み方法や参加費の集金などは従来通りの方法で実施する。 

 ・大会開催時期や手順については各地区の実情に合わせて各地区に委任するが、県競技担当から 

  各地区に連絡すべきスケジュール等については、岩本競技担当より書面にて通知を行うこととする。 

  尚、8月 20日までに各地区の参加チーム数（人数）を集約し、県下統一の景品を決定する。 

  その他の詳細については、9月７日（土）の U１０準備部会にて決定する。 

【承認】 

（２）Ｕ１２秋季大会実施について 

 ・参加チーム数 

  男子 30  東部 5 西部 5 その他 6 スポ少県大会優勝および準優勝チームの所属地区 2 

  女子 32  北部 5 中部 7 その他 6 スポ少県大会優勝および準優勝チームの所属地区 2 

 ・会場について 

  11月 4日（県大会 2日目）の開催会場について、試合時間の都合上、男女別々の 2会場（本庄及び 

新座）とする案が提出されるが、運営総務および審判担当など競技会運営上の都合により本庄シルク 

ドームの１会場とすることで決定。その他の日程は事業計画通り変更無し。 

  【承認】 

（３）リーグ戦構想について 

  ・別途検討資料により説明あり 

  ・埼玉県は現在の大会で既に相当数のリーグ戦が導入されていることを勘案し、現在の大会運営方法に 

敗退チーム同士の交流試合を増やすなどのリーグ戦要素を一層加えることで対応できないか。 



尚、実力が拮抗する同レベルの試合数をどのように加えていくかは検討課題となる。 

  ・各支部での県大会予選などをリーグ戦活動として位置づけ、地区ブロック予選敗退チーム同士の試合を 

導入することを検討する。 

  ・冬季大会（旧会長杯、理事長杯）の扱いについては再検討を要す（JBAが提案する年間リーグ戦試合数を 

   秋季大会地区予選までで満たしている）。 

  ・基本的な方向性としては従来の大会を大きく変えない、試合数を増やすことで解決させる。 

【継続審議】 

（４） 冬季大会の日程の変更について 

・U１２部会としては、天皇杯及び皇后杯の開催については部会所属チーム及び競技者に告知を積極的に 

行うことで全面的に協力するが、冬季大会の日程については事業計画通り「変更しない」こととする。 

 【承認】 

（5）24秒ルールへの対応について 

・全国大会、関東大会が 24秒を導入しないことを踏まえ、埼玉県内で実施する大会についても 30秒ルール 

に戻すことが提案されるが、JBAが進める U１２カテゴリーの方向性が２４秒（１４秒リセット）ルール導入へ 

向かっていることに変更はないので、埼玉県では当初予定通り２４秒ルールを 2019年度より導入する。 

尚、14秒リセットについても当初予定通り、2019年度 U11大会（旧新人戦）より導入することを確認。 

【承認】 

（6）2020年度からの各支部内の「地区」の設置について 

・各支部内の「地区」については各支部の実情に応じて設置の有無を決定して良いとする。 

【承認】 

（7）その他 

 ・各種大会において参加費を徴収するようになったことから、各大会後との決算（収支報告）を参加 

  全チームが閲覧できるように公開すべきであるとの提案があった。県協会に提出している収支報告書を 

  公開してよいか県協会事務局に確認を取る必要がある。 

 ・U12部会に登録したチームが納付した登録費などの総額と、JBAから U12部会への D ファンド交付金額 

について検証が必要ではないかとの提案があった。 

 ・上記 2点については県協会に確認を要することから継続審議とする。 

【継続審議】 

 

以 上 

 

文責：外尾 直己 

※次回以降の部会開催日程 

  2019年 9月 7日（土）    U10大会準備部会 スポーツ総合センター会議室 

  2019年 10月 14日（祝）  U12秋季大会準備部会 スポーツ総合センター会議室 

  2019年 11月 16日（土）  第 4回部会 スポーツ総合センター会議室 

  2019年 11月 17日（日）  U12冬季大会準備部会 春日部市民体育館会議室（県大会会場） 


