2021 年度 埼玉県バスケットボール協会Ｕ12 部会 第 1 回部会議事録
【日

時】 2021 年 4 月 3 日（土）

17 時 30 分～19 時 30 分

【場

所】 スポーツ総合センター201 会議室

【出欠名簿】 役員総数 19 名＋県協会事務局長 出席 17 名 欠席 3 名
有賀 千歳

○

尾崎 豊

○

篠田 好恵

○

小山 高広

○

外尾 直己

○

大柴 幸一

×

鈴木 康司

○

栄田 真志

○

波多野隆史

○

北原 信介

○

藤井 博美

○

岩男 光子

×

竹田 真太郎

○

岩本 健司

○

矢嶋 吉雄

○

田村 則夫

○

星野 延之

○

小泉 登

○

西村 隆信

○

青砥 修二

×

※退任される矢島伸彰氏が引き継ぎにより出席
新年度初回の部会開催にあたり、有賀部会長より新部会役員の紹介がなされた。
副部会長（スポ少連携）

尾崎 豊氏

・・・役職新設

救護（感染症対策）担当

田村 則夫氏 ・・・役職新設

広報担当 西村 隆信氏

・・・矢島伸彰氏の退任に伴う交代

これにより 2021 年度は部会役員 19 名及び県協会事務局長の合計 20 名にてＵ12 カテゴリー部会を運営
する。
【報告事項】
1． 部会長報告
○全国Ｕ12 部会長会議（2021 年 3 月 27 日実施）の報告
（1）

Ｕ１２カテゴリーの活動について

・競技会実施状況
➣実施・・・第 52 回全国ミニバスケットボール大会（3 月 28 日～31 日）

国立代々木体育館

男子 38 チーム 女子 39 チームが参加
第 42 回四国Ｕ12 バスケットボール大会（3 月 6 日～7 日）
➣中止・・・四国以外の各ブロック大会（北海道、東北、関東、北信越、東海、近畿、中国、全九州）
・Ｕ12 カテゴリー登録状況
➣チーム加盟数 登録率 93.2％ 競技者数 登録率 88.2％
一般カテゴリーの 60％程度から比較すると登録は順調と判断されたが、競技者登録数は減少傾向
であり、特に関東１都 3 県と大阪、広島は減少幅が大きい。
・2021 年度Ｕ12 カテゴリー部会 会議スケジュールについて
➣全国Ｕ12 部会長会議 ①6 月 19 日（土） ②3 月下旬（全国ミニバス大会に併せて開催）
➣関東ブロック会議 11 月下旬予定
・競技会スケジュール
➣第 53 回全国ミニバスケットボール大会 2022 年 3 月 28 日（月）～31 日（木）国立代々木体育館
➣第 43 回関東ミニバスケットボール大会 2022 年 3 月 5 日（土）～6 日（日）
神奈川県 小田原アリーナ、南足柄体育センター

（2）

Ｕ１２カテゴリーの登録・普及推進について

課題：①児童数の減少 ②競技環境の整備 ・・・8 人以上での試合成立
③未登録チームへの対応 ・・・全国的に未登録の理由などの聞き取り調査実施、実態の把握
課題への対応：全国部会長に対して登録・普及促進に向けたＫＰＩ作成を指示→登録数 10％増加目標
（3）

フェアプレイ推進グループの活動について～暴力暴言の根絶に向けた取り組み

・都道府県での対応・・・講習会の実施
・ファシリテーターの養成
・指導行動啓発の取り組み・・・指導行動指針のチラシ配布、保護者アンケートの実施
＜やってほしいこと＞
励ます、元気づける、委ねる、引き出す、導く、判断させる、主体性を育てる
＜やってほしくないこと＞
怒る、怒鳴りつける、指示ばかり出す、威圧する、判断させない、支配する
（4）

競技関連について

・2021 年バスケットボール競技規則（ルールブック）の発刊
➣ルールブックの一本化・・・ミニバスルール、マンツーマンディフェンス基準規則が新たに掲載
・ミニバスケットボール競技規則外運用細則について
➣概要 ①リングの高さ 305 センチメートル ②ボールのサイズ 6 号
③スリーポイントライン（6.75ｍ）
（5）

その他

・ブロックバスケットボール大会へのＪＢＡからの補助について
・ミニバスケットボール競技規則外運用に関するガイドライン
➣全国大会やブロック大会では競技規則外の運用は行わない
➣運用できる事業は、都道府県内で完結する競技会及び育成センター事業とする
➣運用する場合は事前に都道府県協会の承認を得る。実施を予定する前年度までに決定し周知でき
ることが望ましい。大会要項にも明記。
（埼玉県Ｕ12 では所属する支部の支部長へ事前に報告する）
➣運用の検証を行い、
「導入事業届」をＪＢＡへ提出する。
○第 52 回全国ミニバスケットボール大会の報告
3 月 28 日～31 日まで国立代々木第一体育館、第二体育館で開催された。埼玉県からは男子：朝霞フレ
ンドリーズ、女子：戸田ミニバスが出場。男女両チームともに 3 勝 0 敗の好成績であった。特に会場で
は、埼玉県チームのマナーの良さが評判であった。
マンツーマンコミッショナーの運用に関しては、一部で判定が過敏すぎるなどの見方もあり、今回の
大会で

マンツーマンディフェンス基準規則の運用とマンツーマンコミッショナーの運用の実態につ

いてＪＢＡ役員の目にも止まった状況となった。
2． 各担当報告
（1）

記載の無い担当は報告無し

登録担当（副部会長）

・ＴｅａｍＪＢＡの新システム運用開始とチーム登録期限について
ＪＢＡから発出されている案内文書の通りに埼玉県Ｕ12 カテゴリーも運用する。チーム登録期限は
ＪＢＡ規定通り 5 月末日まで。但し、埼玉県Ｕ12 カテゴリーでは 5 月上旬に各支部にて総会を予定
していることから、4 月中旬から下旬にかけて登録チーム数把握のために一旦は集計をするのが好ま
しい。
・2020 年度事業報告の確認
（2）

審判担当

・2020 年度の活動報告と 2021 年度の活動計画について
・2021 年ルール変更への対応について
・審判ライセンス講習への実技導入について
（3）

ＴＯ担当

・ＴＯ講習会の実施計画について
・県協会に新規に設置されたＴＯ委員会との連携について
・ミニバスにおける 24 秒/14 秒ルールの解釈の徹底について
（4）

育成担当

・2021 年度のＤＣ活動について
・トライアウトのスケジュールについては現在検討中であり次回部会にて報告する予定
（5）

広報担当（旧担当矢島氏より報告）

・広報担当の引き継ぎはほぼ終了
・ＨＰの効率的な運用に関して、県ＨＰに掲載している資料と同じ物を支部ＨＰに重複して掲載しな
いようにしたい。同じ資料を参照したい場合には、県ＨＰへのリンクを貼る方法で対応願いたい。
（6）

救護担当

・各支部総会に向けた資料を作成する
【審議事項】
1． 新組織、新部会役員の確認
別紙の組織図に基づき有賀部会長より提案があり、それぞれの役割を確認し、全員一致で承認された。
【承認】
2． 2021 年度Ｕ12 カテゴリー部会「総会」の実施方法について
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、全県規模で集合する「総会」の開催は見送りとする。
代替として各支部において「支部総会」を実施する。
「支部総会」での説明内容や配布資料等について
全支部で共通のものを使用し、追加で各支部独自の資料を配付しても良いこととする。
なお、各支部においても感染症対策については十分な配慮を行い、集合が密になる恐れがある場合は、
男女別開催など極力分散化を図ったうえでの開催を心掛けるものとする。
（1）各支部の総会実施予定
東部支部 未定
西部支部 5 月 8 日（土） 18:30 日高アリーナ
南部支部 5 月 2 日（日） 夜間

与野コミュニティセンター

北部支部 5 月 15 日（土） 9:30 本庄文化会館小ホール
（2）総会資料 （作成責任者）
・2020 年度事業報告（外尾副部会長）
・2020 年度決算報告（藤井財務担当）
・関東大会決算報告（竹田競技担当）
・2021 年度新組織（作成済み）
・2021 年度事業計画（外尾副部会長）
・2021 年度予算（Ｄ-fund）
（藤井財務担当）
・ＪＢＡ登録について（外尾登録担当）
・各担当より（運営、競技、審判、ＴＯ、広報、育成、救護）
～ここまでは全支部共通の資料にて説明～
・各支部での連絡事項（支部組織、支部事業計画など）
総会開催日程の確定、総会資料の部会承認については次回部会にて審議決裁する。
【継続審議】
3．2021 年度大会要項（案）について
竹田競技担当より、2021 年度の各大会（秋季支部大会、県大会、Ｕ10 大会、冬季リーグ、新人
リーグ）の大会実施要項（案）について説明がなされ、詳細について部会役員にて審議した。
主な修正事項は以下の通り。
・参加資格の表記方法については、ルールブック（2021 年）に定義されている「小学生」の記載で
統一する。
・参加資格人数については 8 人ルールを全ての大会（本戦、交流戦問わず）に適用する。
同時に 8 人で試合成立となるルールの再徹底を図る（ルールの誤解を無くす）
。
・参加できるチームのＪＢＡ登録期限は 5 月 31 日とする。
・参加できる競技者のＪＢＡ登録期限は各種大会ごとに設定する。
次回部会までに大会要項の最終案を提案し、次回部会にて審議決裁する。
【継続審議】

以上
文責 外尾 直己
※次回の部会開催予定日
2021 年 4 月 29 日（祝） 2021 年度第 2 回部会

於：埼玉県スポーツ総合センター201 会議室

