
2019年度 埼玉県バスケットボール協会Ｕ12部会 U10大会準備部会議事録  

【日 時】 ２０１９年 9月 7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 ○     

 

【報告事項】 

1．部会長報告 

（1）移籍関係について 

（2）5月 14日の啓発文書について 

 ・埼玉県協会事務局より、全チームに届いているかの再確認があった。 

  以下の文書については全チームに徹底済み。 

  「暴言・暴力問題について」「JBAインテグリティ委員会資料」「スポーツ界における暴力行為根絶宣言」 

（3）旧関東ミニバス大会功労者表彰の件 

 ・埼玉県では次の 2名を推薦予定とし本日の審議にしたい。 

  和光白子ミニバス 冨澤氏（45年間活動 67歳） 

  豊野ミニバス    田中氏（前・埼玉県ミニバス連盟副理事長）        

（4）関東ミニバス大会打ち合わせ会について 

 ・大会打ち合わせ会は 10月 5日に行われる予定。 

  2019年度関東大会（東京）の詳細が決定。→日程は 1月 4日～5日 2日間開催が決定済み 

  現状のチーム数での実施は埼玉大会までとする案が出ている。 

  規模を縮小して実施する案が浮上（開催県が 2チーム、その他は 1チームに参加チーム数を減らす） 

 ・2020年度関東大会（埼玉開催）の進捗状況について 

  2020年 12月 26日、27日 本庄と深谷を確保済み 

  予算は SBAに預けている関東大会積立金と JBAブロック助成金（60万円）を充当する 

  JBAブロック助成金の使い方を 2019年度の東京大会で視察し、使える費用と使えない費用を確認する。 

（5）U12秋季大会、冬季大会等の賞状の件 

 ・旧ミニバス連盟会長（理事長）名での賞状から県協会会長名に移行するにあたり、賞状の印刷方法に 

  ついて事前に確認が必要（会長印の電子データはもらえない）となった。 

 ・U12部会長名で賞状を出すことも可能だが、どのように対応するか本日の審議としたい。 

（6）埼玉県ミニバスケットボール連盟の解散式について 

 ・2019年度を以て埼玉県ミニバスケットボール連盟は解散することから、区切りとして解散式を行う案が 

  尾崎会長より提案されているので、本日の審議にしてほしい。尚、2019年度を以て、日本ミニ連も完全に 

  消滅することが決定している。 



 

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 

 ・スポーツ少年団大会への対応について（5ブロック制の維持について） 

  県大会予選（シード）への紐付けをしない方向で U12部会の大会運営を検討する。 

  スポーツ少年団に対しては U12部会長名にて文書にて 4支部への移行について協力を要請する。 

（2）西部地区担当 

 ・新支部への対応について 

 ・秋季大会に向けた移籍の登録について 

  一部で手続き等について認識不足のチームが存在したため、地区より個別に指導を入れた例がある。 

（3）南部地区担当 

 ・新支部への対応について 

草加市                 新東部支部への打ち合わせ実施 

川口、戸田、蕨、上尾の 4市   新南部支部への打ち合わせ実施 

 ・招待大会の開催要項の依頼 

 ・秋季大会予選時、チームコーチのＴＯ児童に対する暴言問題に該当する次案が発生 

  TO児童への威圧的な言動が問題となっており、現在地区内でも対応を検討中。 

（4）北部地区担当 

 ・インテグリティへの対応 審判員に対しテクニカルファウルの対応を再徹底した。 

（5）中部地区担当 

 ・新南部支部への対応について 

9月 1日に第 1回目の会議を実施済み、第 2回は 10月 22日に予定。 

（6）競技担当 

・U12秋季大会の日程変更とそれに伴う部会の開催日程変更について 

 当初 17日に予定していた秋季大会最終日を会場確保の都合により 10日に変更した。本件は緊急を 

 要する事案であったため本日の部会にて事後報告とする。 

（7）審判担当 

・県大会日程変更への対応 

・JBAの新ガイドライン（映像付き）配信について 

（8）ＴＯ担当 

・県大会の日程変更への対応 

（9）育成担当 

 ・U12DC活動の進捗状況について 

 ・U１２ＤＣ活動の今後のスケジュールと詳細について 

   交流会 11月 23日 日高アリーナ 高麗川中学校（女子）の 2会場 

   詳細は別途資料記載の通り 

 ・関東 U12育成センターの開催について 

   12月 14日、15日の 2日間で開催予定で、ここには県 U12から男女各 4人を選出予定 



（10）ＭＣ担当 

 ・埼玉県 U12カテゴリーでは、マンツーマンコミッショナーの設置については各地区で引き続き対応 

（11）登録・財務担当 

 ・2019年度事業計画の修正について 

  秋季大会や関東大会などの重要行事の変更があったため、事業計画を修正し県 HPへ掲示し周知する。 

 ・2020年度の事業計画案について 

  2020年度からは 4支部制が導入されることに加え、オリンピック・パラリンピック開催により会場確保にも 

  困難が予想されることから、通常よりも早い時期での事業計画策定が必要となる。 

 ・2020年度の D ファンド予算申請について 

  8月末時点にて県協会へ収支予算書を提出済み。内容については既に部会役員にメールで回覧して承認 

  をうけていることから、本日の部会にて追認を受けたものする。 

 ・2020年度の各支部で開催予定の「支部総会」費用は別途予算を作成し、県協会に申請することで対応を 

検討する。主な費用は会場費、役員の日当・交通費や資料作成費など。 

（12）青砥県協会事務局長より 

 ・指導者の暴力、暴言については審判のみでなく部会役員もよく把握し、万一の事態発生の場合には 

勇気を持って対応してほしい。 

 ・機材の貸し出しについて（ビッグホーン、ショットクロックなど）有効に活用して下さい。 

 ・ホームページの運用について、5地区から 4支部へ変更するにあたり県協会統一のデザインへ変更も 

検討しているので承知おき願いたい。 

 ・県協会オフィシャルウエアの販売について 

（13）その他、県 U12 カテゴリー全体での共通理解 

 ・公式試合のベンチに入ることが出来る指導者等の資格について 

  選手以外でベンチに入るメンバーは以下の通り 

① チーム所属競技者一覧表の「コーチ」欄に登録されている指導者（JBA公認ライセンス保有者） 

② チーム所属競技者一覧表の「コーチ」欄に登録されている指導者（公認ライセンスの有無は問わない） 

③ ②と同じ 

④ マネージャー（公認ライセンスやコーチ登録の有無を問わない） 

上記①～④の合計（最大）4名に限定される。また④は最大 1名に限定される。 

これに違反したことが発覚した場合は、当該試合は不成立とし没収試合とする。 

 

【審議事項】 

（1）Ｕ１０大会について 

 ・運営（競技方法含む）は各地区に委任 

 ・予算について 例年通りで立案 景品は県部会で準備 

 ・日程  

   東部 10月 12日、13日、14日、20日、22日、 

   西部 10月 19日、20日、26日、27日 

   南部 10月 19日、20日、26日、27日 



   北部 10月 26日、27日、11月 9日、10日 

   中部 11月 17日、12月 1日 

 ・会場について 

   現在集約中 

 ・人数は一覧表の通り 昨年と同程度 チーム数は増加傾向 

 ・大阪フォトの対応 日程と会場及び参加チームの一覧は外尾から伝達する 

              尚、見本送付先名簿は昨年同様作成せず、各会場でカメラマンが聴取する方法とする 

 ・景品の配布は 10月初旬に各地区に配布予定 

【承認】 

（2）賞状の件 

 ・賞状原稿（全ての大会統一ひな形）を県協会に依頼しまとめて印刷する。 

  それを各大会で「大会名」「順位」「チーム名」「日にち」のみ個別記入する。   

【承認】 

（3）解散式 

 ・実施の方向で検討する。参加者は現 U12部会役員及び県ミニ連会長、副会長 

 ・運営責任者 中部地区栄田氏 

 ・日程 2月 1日（土） 大宮・浦和周辺で場所を確保し実施   

  【承認】 

（4）関東大会功労者表彰について 

 ・有賀部会長報告の通りで推薦する 

【承認】 

（5）第 3回部会での継続審議案件について 

・リーグ戦構想について 

・U12カテゴリ－の収支報告書の一般開示について 

・U12カテゴリ－へのチーム登録料と、U12 カテゴリーへの D ファンド交付金額のバランスの検証について 

上記 3点については引き続き次回部会までの継続審議とする。 

【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 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 9日（土）  第 4回部会 スポーツ総合センター会議室 

  2019年 11月 10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） 


