2020 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】 2020 年 10 月 11 日（日）

18 時 00 分～21 時 30 分

【場 所】 埼玉県スポーツ総合センター２０１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

○

北原 信介

○

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

○

岩男 光子

○

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
関東連絡会報告（関東大会について）
（1） 関東連絡会報告
・関東大会について
東京都が不参加、神奈川県が未定 →2 県が不参加の場合は埼玉県が 8 枠（東京分で 6 枠は確定）
第 42 回関東ミニバスケットボール大会実施要項（案）について審議され、一部修正が入り 10 月 25 日までに
修正後の要項（案）を作成することとなった
・関東承認大会について
各県中止または県内のみで対応の方向性が示された
・その他
部会内での情報伝達手段として利用するメールや SNS の使用方法について
組織、役職名の名称使用について再度徹底
2． 県協会事務局からの連絡
（1） 支部長への依頼事項
・キッズゴールの配布について
・大会終了後の提出物の徹底
大会結果：部会長及び事務局、会計報告：部会長及び財務担当者
・大会要項の事前提出の徹底
大会要項：部会長及び事務局へ提出
（2） 会議体の名称について
部会内の会議について正しい名称・呼称を使用すること
（3） 新型コロナウイルス感染予防対策
各チームでの活動や今後の大会運営については細心の注意を払って運営すること
（4） スポーツ少年団との連携について
次年度へ向けた話し合いの実施、2021 年度事業の調整について
3． 各担当報告
（1） 各支部報告

記載のない担当は報告無し

・東部支部 支部予選終了
コロナ対応は支部内でも自治体によって対応がまちまち
支部内の派遣大会については中止または縮小実施の方向
・西部支部 支部予選終了
U10 大会 予定通り実施の報告
・南部支部 支部予選終了
U10 大会 11 月中に実施予定
・北部支部 支部予選終了
U10 大会 11 月末までに完了予定
（2） 各担当報告
・関東大会 PT 関東大会実施方法検討の進捗状況の報告
・総務担当

プログラム作成資料の締切りについて
写真業者（大阪フォト、プロフォートサニー）の協賛について

・競技担当

U10 大会開催の確認
U12 冬季大会の実施方針の確認

・育成担当

DC 活動の再開について報告
秋季交流会の開催要項（案）について
来年度の DC 選考はトライアウトを実施予定

・TO 担当

ショットクロック 14 秒ルールの導入実態について
TO スキルの向上について
スコアシートのメンバー表記載方法について統一（事前印刷の可否について）

・審判担当

関東大会派遣審判について他カテゴリーの審判員の協力を得ることになった
試行として他カテゴリーの審判員については秋季大会で U12 の試合を担当していただく

・広報担当

秋季大会関連資料の県 HP へのアップロードタイミングについて確認
マスコミ取材の事前報告について徹底願いたい

・登録担当

移籍の考え方やルールについて 11 月の各支部指導者講習会にて徹底願いたい

・財務担当

県大会参加役員の人数調整について（日当・交通費の調整）
最終的な各会場の入場可能人数、役員の参加人数は副部会長が別途協議して調整

【審議事項】
1． 秋季大会要項と組み合わせ、競技日程
・組み合わせ抽選方法
各支部の 1 位及び 2 位のみシード権を持ち抽選、3 位以下はフリー抽選
抽選日：10 月 11 日(日)19 時 00 分より

大会本部の責任抽選

於：スポーツ総合センター201 会議室

・大会要項の修正
大会名称の確認：令和 2 年埼玉県 U12 バスケットボール大会 兼 県民総合スポーツ大会
・大会日程
11 月 3 日 男子：本庄シルクドーム 女子：行田グリーンアリーナ
11 月 8 日 男女：越谷市立総合体育館

11 月 15 日 決勝日：春日部市庄和体育館
・参加費
参加チームからの振り込み
・支部からの推薦チームの確認
東部支部 （男子）松伏ダンカーズ、極星ボーイズ、松伏サンズ、越谷ウインズ、豊野、八北
（女子）三郷アドベンチャーズ、幸松、清門、新栄、吉川、荻島ハッピーズ
西部支部 （男子）朝霞フレンドリーズ、川越エルフ、鶴ヶ島ドリームス、坂戸ロケッツ、片山
FF ファイヤーズ
（女子）狭山ゼルズガール、豊岡グリーンクラブ、南古谷アクロス、鶴ヶ島ドリームス、
坂戸ロケッツ、埼玉柏葉、所沢林クローバーズ
南部支部 （男子）戸田、東川口、新郷ジャックス、大宮ブルースカイ、上木ガッツ、大宮中川、さしま
（女子）川口じりん、戸田、上木崎、新郷レッズ、別所チェリーズ、東大宮ポパイ、大久保東
北部支部 （男子）行田桜ヶ丘、下忍、児玉、鴻巣、東松山西
（女子）行田ラビッツ、吹上、本庄南、日出谷ベリーズ
・関東大会の推薦チーム決定方法（5 位～8 位）
2 日目の越谷会場にて順位決定戦を実施する
・新型コロナ感染症対策について
各会場の対応については副部会長にて別途協議し決定する
入場者制限：1 チーム 20 名（選手、コーチ、保護者の内訳は各チームの任意）
その際にベンチ登録人数はＪＢＡ規定の「15 名」に満たなくても良いものとする（特例）
・役員（実行委員長、副委員長）の配置について
本庄会場：篠田副部会長、外尾副部会長

行田会場：有賀部会長、小山副部会長

越谷会場：有賀部会長、小山副部会長、外尾副部会長
庄和会場：有賀部会長、小山副部会長、篠田副部会長、外尾副部会長
※その他役員の動静表は 10 月 12 日までに確定
・審判員の配置
本庄会場：32 人 行田会場：32 人 越谷会場：24 人 庄和会場：16 人 （延べ人数）
・表彰及び式典
開会式及び閉会式は実施せず 別途「式典の案内」文書の通り
・その他
派遣ＴＯ及びＭＣの設置は無し
【承認】
以上
文責 外尾 直己
※次回の部会開催日
2020 年 11 月 15 日（日） 第 4 回部会及び冬季リーグ大会準備部会
於：春日部市庄和体育館会議室

