2021 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】 2021 年 9 月 4 日（土）

18 時 00 分～19 時 40 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 16 名 欠席 4 名
有賀 千歳
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星野 延之
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小泉 登
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青砥 修二

×

【報告事項】
1． 部会長報告
（1） 埼玉県協会からのヒアリングについて
8 月 29 日（日）に、U12 カテゴリーに於ける実態把握との対応に向けた施策等の打ち合わせが開かれた。
参加者

埼玉県協会： 名児耶専務理事、青砥事務局長
U12 カテゴリー： 正副部会長及び東西南北 4 支部長

・主な議題
各支部における現状の課題、U12 カテゴリー全体における現状の課題、指導者による暴言暴力問題
移籍に関する諸問題、スポーツ少年団との関係性について、ガバナンスの課題、新型コロナ感染症対策
・これらの問題点について情報共有し、今後も継続的にヒアリングを実施し対応を検討していくことを確認。
（2） これからの U12 活動について
8 月 29 日の県協会との打ち合わせの場において確認できた県協会としての活動方針に基づき、同日に
正副部会長及び東西南北 4 支部長にて協議し、これからの U12 活動について合意形成を行った。
① U12 秋季支部大会の実施方針について
・緊急事態宣言中（現時点で 9 月 12 日まで）は各支部の判断により大会を休止しているが、9 月 13 日以
降は緊急事態宣言の延長有無に関わらず、可能な限り大会を実施していくこととする。この場合の可能
な限りとは、感染症対策を十分に行った上で、使用施設の利用許可の下で大会が実施できる場合のこと
を指す。また大会に参加するかどうかについては、各チームの意思を尊重し任意とする。この方針につ
いては、埼玉県協会からの同意を得られている。（埼玉県協会としては当初より大会運営などは計画通
り実施してく方針であり、U18 や U15 カテゴリーは計画通り事業を実施していく予定である）
・U12 県大会への推薦は 10 月 24 日（日）までに決定してほしい。上記の方針に基づいても、秋季大会が
最後まで実施できなかった場合は、スポーツ少年団大会の結果を参考にしても構わない。
・県大会推薦チーム向けの代表者会議は実施せず、注意事項などを文書で交付する形式を取る。
組み合わせは U12 カテゴリー部会の責任抽選とする。
② U12 バスケットボール大会（県大会）の実施方針について
・当初予定通りの日程で実施する。
・支部大会（予選）の実施状況や感染症拡大の状況を踏まえ、具体的な実施方法については 10 月 10 日
に予定している次回部会（準備部会）にて再度検討することとする。

③ U10 大会、冬季リーグ大会の実施方針について
・当初予定通りの日程で実施する。但し、U10 大会については、秋季支部大会の競技日程がずれ込んで
いる状況を鑑み、一部で実施時期が延期となることも想定されるが、基本的には実施する方針とする。
④ 関東大会及び全国大会の推薦について
・推薦チームの決定は U12 バスケットボール大会（県大会）の成績に基づいて行う。
・県大会が実施できなかった場合（感染症の拡大により、埼玉県協会が実施を中止するよう要請した場合）
については、冬季リーグ大会の成績に基づいて行う。
・県大会も冬季リーグ大会も実施できなかった場合は、7 月に行われたスポーツ少年団県大会の結果を
参考にする。
⑤ その他の活動方針について
・U12 カテゴリーは JBA（SBA）の傘下団体であり、JBA のガイドライン及び埼玉県協会からの指針、感染
症対策を万全に行うことを前提に、大会などの事業を実施していく方針とする。
・JBA（SBA）に登録しているチームは、JBA のガイドライン及び埼玉県協会からの指針、感染症対策を万
全に行うことを前提に、チーム活動を継続することができる。
・県 U12 部会から「これからの U12 カテゴリー活動について」を発信する。各支部はこれに基づいて支部
ごとの活動方針を発信する。
⑥ スポーツ少年団との関係性について
・U12 カテゴリーにて実施する大会は全て埼玉県協会主催の大会であり、スポーツ少年団とは関係が無
いという立場を確認する（大会実施の可否は埼玉県協会の方針に基づくものであり、スポーツ少年団か
らの要請は考慮しない）。その解釈のもとで、各チームの活動方針（大会の参加意思など）については各
チームの意思を尊重する。

2． 各担当報告

記載の無い担当は報告無し

（1） 競技担当
・秋季支部大会（県大会出場チーム推薦）は原則として 10 月 24 日までとする。
・県大会最終日の会場調整が必要な状態になっている。
・関東大会及び全国大会の推薦は県大会で決定する方針を確認。
・冬季リーグ参加申込み受付についてなど、実施方法について検討中。
（2） 総務運営担当
・県大会記念 T シャツ及びプログラムは大会実施後発送の対応とする。
・県大会式典は実施予定
（3） 財務担当
・県大会参加費は当日集金対応とする。
・秋季支部大会不参加チームへは、1 試合も実施していないことを条件に参加費の返金を可能とする。
（4） 各支部担当
東部支部

秋季支部大会は予選 1 次リーグまで進捗しており、10 月 24 日までに終了予定。
U10 大会については参加申込み受付完了。

西部支部

秋季支部大会は試合形式を変更して実施する方向で検討済みだが、県大会推薦が 10 月 24 日
までに延長となったことから、改めて試合形式を戻すことも検討したい。
秋季支部大会の交流の部は時期を見直して実施予定。
U10 大会は申込み手続き完了

南部支部

秋季大会は 1 次リーグの途中（1/4 程度の進捗）。
9 月 5 日に臨時の支部役員会実施し今後の方針を決定する予定である。
秋季支部大会の交流の部は時期を見直して実施予定。
U10 大会、冬季大会は検討未実施。

北部支部

秋季支部大会は未実施の状況。
本日の部会決定に基づき改めて実施方針、試合形式を決定していく方針。
U10 大会の申込みも未着手。

（5） 育成担当
・トライアウト実施の報告
東部 95 人、西部 220 人、南部 180 人、北部 117 人、U15 クラブ 4 人の参加があり、その中から
各支部 DC 及び県 DC 選手を選出した。県 DC は今後段階的に追加していく。
・8 月の活動（交流会）は中止となった。次回は 11 月 23 日（交流会）日高・羽生 2 会場で実施予定。
（6） TO 担当
・JBA からの「TO マニュアル」の発信について
現在、TO 担当と審判担当で連携して「U12 カテゴリー版」を作成中。
（7） 審判担当
・未実施であった C 級審査会の実施

16 名昇格

・インテグリティの意識醸成をアンダーカテゴリーにて再度徹底願いたいとの養成が県審判部よりあった。
（8） 競技担当
・U10 大会
協賛企業についての確認 → 未定
写真業者との対応について → 現時点で業者からの撮影申出なし
申込み手続き完了 → 東部支部及び西部支部
参加賞 → 今年度より財務担当で集約して検討
フリースロー大会、ミクロなどは各支部の状況に応じて対応予定
・冬季リーグ大会
現時点では、例年通りチームエントリー締め切りは 10 月 10 日とする。なお、参加する競技者の JBA 登録
期限（10 月 31 日）については、新型コロナ感染症の影響も鑑み延長も検討する。
・スポーツ少年団との関係性について
大会実施に関しての埼玉県協会と埼玉県スポーツ少年団との関係性については、部会長報告の通りで
引き続き判断していくが、不要な混乱を回避するためにも、チーム活動や大会運営などについては、今後も
スポーツ少年団との情報共有などで連携を深めていきたい。

【審議事項】
1． 部会長報告（2）「これからの U12 活動について」の方針に対して出席者全員で意見を出し合い協議し、部会
長報告記載の通りで合意した。
【承認】

以上
文責 外尾 直己
※次回の部会開催予定日
2021 年 10 月 10 日（日） 18：30～

2021 年度 U12 バスケットボール大会準備部会

於：埼玉県スポーツ総合センター201 会議室

