2021 年度 埼玉県バスケットボール協会Ｕ12 部会

U12 バスケットボール大会準備部会議事録
【日 時】 2021 年 10 月 10 日（日）

18 時 30 分～20 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 15 名 欠席 5 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

○

【報告事項】
埼玉県バスケットボール協会 青砥事務局長より U12 カテゴリーへ連絡事項
（1）緊急事態宣言解除後の方針について
緊急事態宣言が解除されたが、チーム活動や競技会運営はこれまで通りの感染防止対策を徹底すること。
（2）JBA から発信されている通知や情報について
・感染防止対策ガイドライン第 4 版の周知徹底
・「暴力行為等通報窓口」の設置について
既に埼玉県に関連する通報が数件発生、現在県協会にて詳細調査中
・「JBA バスケットボールファミリー安心安全保護宣言」の採択
宣言 7 項目について

【暴力暴言根絶】【リスペクト・フェアプレー精神】【子どもの主体性尊重】
【指導者の資質向上】【保護者との連携】【セーフガーディング】【差別をなくす】

・「U12 カテゴリー指導ガイドライン」の制定について
・2022 年度の予算編成 事業別収支予算書の提出について（10 月 31 日期限）
1． 部会長報告
本日は、U12 関東連絡会への出席により有賀部会長は欠席
2． 各担当報告
（1） 各支部担当
東部支部
・支部大会進行中 県大会推薦チーム決定は 10 月 17 日までに決定する
・U10 大会準備進行中
・県大会最終日 11 月 14 日 庄和体育館確保済み
西部支部
・支部大会進行中 県大会推薦チームは決定済み 交流の部を実施中
・U10 大会は交流の部が終了次第日程会場調整の予定
南部支部
・支部大会進行中 県大会推薦チームは 10 月 31 日までに決定する
・U10 大会は 11 月中に実施予定

北部支部
・支部大会終了 県大会推薦チーム決定
・県大会会場調整について
行田グリーンアリーナ・・・ ワクチン接種会場に指定されているので一部使用制限あり
本庄シルクドーム

・・・ 人数制限などは昨年と同様 一部入れ替え制を実施予定

・U10 大会は 11 月に実施予定で準備中
（2） 登録担当
なし
（3） 財務担当
U10 大会参加賞 クリアファイル準備中 配布手段は各支部で検討
（4） 運営総務
県大会に関して、表彰関係は昨年度同様の手順とする
（5） 競技担当
U10 大会 南部支部以外は申込み締め切り 南部支部は 10 月 20 日までの予定
県内招待試合（スポ少主催も含む）の実施有無について各支部にて集約をお願いしたい
（6） 審判担当
なし
（7） TO 担当
U12 カテゴリー向けの「TO マニュアル」の作成準備中 県大会で運用できるよう準備中
（8） 広報担当
動画の配信の試行について
県大会の決勝戦または準決勝戦を YouTube でのライブ配信を検討中
（9） 育成担当
・U12 県大会 MC の設置について
全試合 MC を配置（但し、初日のみはチーム帯同 1 名、2 日目及び最終日は全て派遣）
・U12DC 活動の再開について
10 月から活動を再開、更新した年間計画を HP へアップする
・U12DC 秋季交流会（11 月 23 日）の実施について 開催要項の確認
・関東ブロック DC（12 月 18 日～19 日）についてはオンライン開催となった
(10)救護担当（感染症対応）
県大会出場用に徹底文書を作成配信する
接骨院の手配は例年通り

【審議事項】
1． 埼玉県 U12 バスケットボール大会について
競技担当より提出された資料（実施手順、組合せ決定方法、各種案内文書等）について説明がなされた。
内容について協議を行い、一部修正を加えたものを承認した。

・今年度は感染症対策および日程的事情により、県大会代表者会議は実施しない。出場チームあての案内
は全てメールにて配信することとし、併せて U12 部会ホームページの特設ページにも掲載する。なお、発信
する文書には必ず発信日・発信者（問い合わせ先）を明記する。
・県大会記念 T シャツの取り扱いについて
今年度は代表者会議を実施しないことから、記念 T シャツの申込みは大会初日の当日受付とし、品物は後
日販売会社から各チームへ直接発送することとする。記念 T シャツの販売案内については、県大会出場チ
ームには事前にアナウンスを行い、当日の対応は申込書の提出と代金の支払いのみとする。
・大会プログラムについても後日発送とする。発送部数は 1 チームあたり 20 冊（例年は 15 冊）とし、追加分
については作成しない。
・大会参加賞ペナントは例年通り作成し配布する。
・大会の撮影は大会協賛企業である、大阪フォトサービス社とプロフォートサニー社の 2 社とする。
【承認】
2． 冬季リーグ大会について
競技担当より提出された資料に基づき、感染症対応等により当初計画から変更が必要となった項目について
説明がなされた。主な変更点は以下の通り。
その他大会実施手順の詳細については次回冬季リーグ準備部会にて協議する。
・競技者の大会参加資格（JBA 登録期限）
変更前

2021 年 11 月 13 日（土）

変更後

2021 年 12 月 28 日（火）

・大会期日（交流大会の部のみ）
変更前

2021 年 12 月 4 日（土）から

変更後

2022 年 1 月 8 日（土）から（予定）

・大会申込期日
変更前

2021 年 10 月 9 日（土）

変更後

2021 年 11 月 3 日（水祝）（予定）

・大会エントリー基準
選手権大会の部①埼玉県 U12 バスケットボール大会出場チーム
②選手権大会の部に出場を希望するチーム
※新型コロナ感染拡大状況により埼玉県 U12 バスケットボール大会の成績により全国
大会及び関東大会の推薦チームを決定することができなかった場合は、冬季リーグ
大会（選手権大会の部）の成績により全国大会及び関東大会の推薦チームを決定す
る可能性を考慮してエントリーを受け付ける。
交流大会の部 ①埼玉県 U12 秋季バスケットボール支部大会に出場したチーム
②交流大会の部に出場を希望するチーム
※交流大会の部については昨年同様、各支部にて予選会を実施し代表チームを選出、
最終日に順位決定戦を実施する
【承認】

3． 関東ミニバスケットボール大会の残金処理について
関東大会 PT より提出された収支決算書に基づき、大会中止となった関東大会の残金について、その処理方
法について審議した。
本大会は中止となったため参加チームからの参加費は徴収しておらず、主に JBA からの助成金や県協会か
らの補助金、埼玉県ミニバス連盟時代の積立金（以下、連盟残余財産）が収入の中心であり、大会準備のた
めに支出した金額の残金については、県協会及び連盟残余財産へ返金及び繰り戻しすることが適当と判断し
全会一致で処理方法を承認した。
なお、連盟残余財産については引き続き埼玉県バスケットボール協会にて管理を行い、今後は予め資金使途
や支払い方法などに関する「規定」を作成し、段階的に処理していくことで合意した。
【承認】

以上
書記（文責） U12 部会副部会長
外尾 直己

※次回の部会開催予定日
2021 年 11 月 13 日（土） 18：30～

2021 年度 U12 冬季リーグ大会準備部会

於：埼玉県スポーツ総合センター201 会議室

