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

【日 時】 2019年 10月 14日（祝）  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 18名 欠席 0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（第２回Ｕ１２関東ブロック打ち合わせ会報告） 

（1）執行会議報告 

  ①８人問題、たくさんのトラブルが発生している。退場等によって８人をかけた場合等詳細についての指針は、 

１１月１０日（日）のブロック別会議にて指示（通達）がある。 

  ②Ｕ１２は特に暴言、暴力問題が多数発生している。会議等による啓発では限界がある。これについては 

今後、何か新しい指針が出るかもしれない。 

  ③普及部より、未登録チームに対して登録してもらうように啓発してほしい。何故登録しないかもＪＢＡは 

調査する方向。 

  ④１１月１０日（日）11:00-13:30 ＪＢＡの会議室にてブロック別会議が開催される予定。 

   これには埼玉からは有賀部会長が出席し、終了後春日部体育館に向かう。  

 

（2）関東大会関係 

  ①関東ミニ連功労者表彰 

   今年度は、12名。埼玉からは冨澤昭憲氏（67歳）、田中英雄氏（56歳）が表彰される。 

  ②日本ミニ連功労者表彰 

   大島 千明 氏（千葉県） 

  ③第 41回関東ミニバスケットボール大会について 

   ・主催等…ＪＢＡ、都協会他今後調整する。 

   ・協賛…株式会社ＤＵＰＥＲ 

   ・協力…株式会社モルテン 

   ・期日 令和 2年 1月 4日（土）～5日（日） 

   ・会場 郷土の森総合体育館（3面）府中市本宿体育館（1面）府中市立府中第七中学校（2面） 

   ・参加資格 各都県推薦男女各 2チーム 開催都の東京は男女各４チーム  

ゲームを指揮するものはＪＢＡ公認コーチ Ｅ級以上 

   ・チーム構成 従来通り 選手８名、９名も認める。 →埼玉県は 10名登録が推薦条件 

・競技方法 予選リーグ→決勝リーグ、２位３位リーグ 

   ・競技規則 従来通り勝ち点制、延長戦を行う。 



   ・組み合わせ 抽選終了 １１月２３日の茨城県予選終了後に公開できる。 

   ・参加費 １チーム 30,000円（開会式受付時に納入） 

   ・開会式 1月 4日（土）受付 8時 45分 選手入場 9時 会場…郷土の森総合体育館 

   ・閉会式 1月 5日（日）15時 30分予定 会場…郷土の森総合体育館 男女 1位リーグ参加 

   ・参加者は、保護者の参加同意書（別紙）を用意する。スポーツ傷害保険等に加入しておく。 

   ・申し込み 参加チームは、別紙大会申し込み書に必要事項を記入→Ｕ１２部会長に提出→県協会の承認

を受ける→部会長が事務局に申し込む 必着期限１１月２７日 埼玉県の場合、１０日に決

定するので１５日までにＵ１２部会長に提出し、２０日頃までに大会事務局に申し込む予定 

   ・その他 

    今年度からＭＣは置かない。関東大会に出場するレベルのチームでは、マンツーマン基準規則は十分 

浸透しているはずという見解によるもの。従って埼玉県からの推薦はマンツーマン基準規則が徹底 

出来ていないチームは除外する。 

    ３０秒ルールを採用（旧ルール） 

   ・大会行事日程 

    審判長会議 １月３日（金）１６時 会場未定 

    審判会議  １月３日（金）１７時 会場未定 

    関東理事会（Ｕ１２部会長打ち合わせ会）１月４日（土）１５時 パレスホテル立川 

    レセプション（祝賀会も含める）１月４日（土）１８時 パレスホテル立川 

    ※レセプション等の参加者は、来年のこともあるので例年よりも多めにする。経費は県協会と相談する。 

   ・来年度の埼玉開催に向けて視察をする必要がある。埼玉県 U12部会の各担当には出席を願いたい。 

（3）移籍について 

   強化につながる疑義がある移籍事案が発生しており、他県でも多くのトラブルが起きている。 

   現在発生している諸問題については U12カテゴリー全国部会長会議等で提起していく必要がある。 

   また県協会事務局としても現在の事務手続きの改善を求めていく予定である。（青砥事務局長） 

 

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 

 ①U10大会について 

  台風 19号により日程延期（12月 8日までに実施予定） 

  12月 8日までに実施不可能なチームは 14日に一部ブロックで開催済み 

 ②新支部体制への準備について 

  現在順調に草加市との協議を進めている。組織については、2020年度は現南部地区役員で草加市の 

役員を順次組み入れることで移行措置とし、正式には 2011年度の役員総入替時期にて体制を整える。 

（２）西部地区 

 ①U10大会について 

当初予定通り実施予定 

 ②新支部体制への準備について 

  朝霞地区 4市と新西部支部大会の実施計画を調整中 



（３）南部地区 

 ①U10大会について 

  当初予定通り実施予定 

 ②新支部体制への準備について 

  第 2回の準備部会を 10月 22日（祝）に実施予定 

  事業計画、組織（役員）、支部大会実施方法等を詰める予定 

（４）北部地区 

 ①U10大会について 

  当初予定通り実施予定  

（５）中部地区 

 ①U10大会について 

  当初予定通り実施予定 

 ②新支部体制への準備について 

  第 2回の準備部会を 10月 22日（祝）に実施予定 

  事業計画、組織（役員）、支部大会実施方法等を詰める予定 

（6）審判担当 

 地区予選での暴言暴力などの実態について 

 南部地区では試合中に TFの適用があり、TF前のワーニングも数件発生している 

 応援席の暴言等マナーについては引き続き注意喚起、啓発活動を行っていく 

（7）育成担当 

 「バスケットボールの基本技術」の配布について説明 

各地区で全チームに配布できるように準備してある 

（8）TO担当 

スコアシートへの担当の名前記入のタイミング（試合終了後だけではなく、試合中でも可とする）について 

試行してみたが特に問題も無くスムーズに進行できたので、県大会でも導入をすることとする。 

但しこの措置はゲームをスムーズに進行することが目的であり、競技規則の変更ではない。 

（9）財務担当 

県大会の各担当の出席名簿（日当交通費精算書）については 10月 19日までに報告を求める 

（10）外尾副部会長 

 2020年度の事業計画について引き続き各担当からの報告を求める。次回部会（11月 9日）までに 

 大まかな日程の報告を依頼する 

（11）県協会事務局長より 

①地区割りの変更について円滑に準備を進めること。新支部の具体的な体制などの案内をなるべく 

早期に全チームに伝達するように進めること。 

またスポーツ少年団の地区割り（従来の 5地区）と新 4支部体制との対応については 10月 19日に 

協議を行い検討を進めること。 

 ②県協会 HP（U12部会へのリンク）の変更について検討中である。 

   またその中ではスポーツ少年団の扱いについても対応を検討中である。 



（12）その他 

 ①各地区指導者会議の日程と内容について 

  東部地区 11月 23日  主に U12部会のルール（移籍など）を再徹底する 

西部地区 11月 23日  講師は検討中 新支部について 

南部地区 11月 24日  内容は検討中 地区新人戦の組み合わせも行う 

北部地区 11月 23日  マンツーマン、暴言暴力について 

中部地区 12月 15日  新支部について U11大会の組み合わせ抽選 講義は検討中 

※11月 10日の JBA通達の内容を伝達すること。 

 ②前々回からの継続協議事項について 

・リーグ戦構想について  

現在の地区大会がリーグ戦方式で実施されていることから、新支部に移行する初年度の 2020年度は 

現行の大会運営を踏襲した形式で実施する。 

2021年度以降については各支部にて新たなリーグ戦構想を検討し実施できるように準備を進める。 

尚、その際には季節や天候などを考慮し日程などをよく検討して計画した方が良い。 

・U12カテゴリーの収支報告の一般開示について 

   各種大会毎の収支報告については参加全チームへの開示を許可する（県協会事務局） 

   開示の方法については、年度当初に開催する U12部会総会にて文書にて配布等を検討する。 

   （インターネット上では公開しない） 

・JBAの U12カテゴリー登録料と、U12カテゴリーへの実際の還元金額の妥当性について 

 基本的な考え方として、JBAへの登録料は日本協会及び各都道府県協会の運営資金として納入する 

ものであり、全てが U12カテゴリーへ還元される性質のものではない。その中で、創設されたのが 

D ファンドであり、各種大会運営費用などに JBAが補助金として予算に基づき支給している。また、 

その事業の不足分については必要に応じて県協会からも予算に基づき補助支給している。 

 

【審議事項】 

県民総合体育大会 兼 埼玉県Ｕ１２秋季バスケットボール大会の運営について 

（１） 大会要項について 

競技担当岩本氏より提示された別紙要項（案）に基づき審議し、承認とする。 

・昨年度との主な変更点 

秋季大会本大会は１０名以上の構成員が必要（2019年度からの 8人ルールへの対応） 

   指導者資格がＥ２級以上→Ｅ級以上となる（E1及び E2が統合された） 

   ＭＣについて今年度県大会では MCを設置し、懸念している一部事象では積極的に旗をあげていく 

方針（ペナルティも取り上げていく方針）とする。 

（２）役員について  

①役員の出席については 2日と 3日を分割する。尚、正副部会長の予定は以下の通り 

  2日（男子初日） 外尾（大会実行委員長代行） 

  3日（女子初日） 有賀（大会実行委員長） 小山 篠田 

  4日（男女 2日目）有賀（同） 小山 篠田 外尾 



 10日（最終日）   有賀（同） 小山 篠田 外尾  ※有賀部会長は午後からの参加予定 

②役員名簿について 

 プログラムの役員名簿については来年度より新 4支部体制になるため再検討は必要 

（３）式典等について 

   例年通りの運営とする 

（４）県大会注意事項、大会参加にあたって、ベンチマナーについて 

   競技担当岩本氏並びに総務担当北原氏より提示された別紙（案）に基づき審議し、承認とする。 

（５）大会組み合わせについて 

   競技担当岩本氏より提示された別紙（案）に基づき審議し、承認とする。 

   抽選方法は昨年度と同様に参加チームによる抽選方式を採用する。 

（６）代表者会議について 

   10月 19日（土） 18時 30分受付開始 19時会議開始 

   場所：埼玉県スポーツ総合センター 1F講堂 

  （7）その他 

   大会プログラム及び会場に「クリーンバスケット、クリーン・ザ・ゲーム～暴力暴言根絶～」のバナー表記 

   及び横断幕の掲示をする。 

 

【承認】 

 

以 上 

文責：外尾 直己 

※次回以降の部会開催日程 

  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） 


