2021 年度 埼玉県バスケットボール協会Ｕ12 カテゴリー部会

第４回 U12 カテゴリー部会会議議事録
【日 時】 2022 年 02 月 05 日（土）

18 時 30 分～20 時 15 分

【場 所】 Web(zoom)会議
【出欠名簿】 役員総数 19 名＋県協会事務局長 出席 14 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
本日、都合により欠席の為、連絡事項なし
1． 部会長報告
部会長報告資料より報告
①2022-2023 年度 U12 部会の組織についての方向性
有賀部会長より方向性について説明
次回部会の 1 週間前を目途に各担当者(地区担当者含む)を部会長までに報告するように。
②全国大会について
2022/03/28(月)~2022/03/31(木) 国立代々木第一体育館、第二体育館
現時点では、実施する方向で進んでいる。
今年度の推薦期限は、2022/02/28(月)まで延長
今回に限り、JBA 登録競技者のうち登録人数に問わず 8 名以上参加すれば試合成立とする
県代表は、以下の通りとなります。
男子・・・ 所沢泉ドルフィンズ
女子・・・ 幸松
※ 県協会を通して推薦済
派遣審判については、JBA より県協会、U12 部会に派遣案内があり、小泉審判担当が対応。
また、25 歳以下の審判員を派遣。
③関東大会について
2022/03/05(土)～2022/03/06(日) 男子：小田原アリーナ 女子：南足柄市体育センター
現時点では開催する方向で進んでいる。
※最終決定は、2022/02/20(日) 関東 U12 部会長会議内で決定

県代表は、以下の通りとなります。
男子・・・ 三郷アドベンチャーズ、飯塚ミニバス
女子・・・ 川口じりん MBC、さきたまミニバス
派遣役員は以下の通り
派遣役員 ・・・ 有賀部会長
派遣審判員・・・ 小泉審判担当以下 3 名
派遣 MC ・・・ 矢島育成担当以下 1 名
役員の費用負担に関しては、開催県(JBA)、県協会と相談。
(審判員 2 名及び MC2 名は開催県が補助の予定)
④ 埼玉県Ｕ12 冬季バスケットボールリーグ大会について
1/16 までに行い、その後新型コロナウイルス(オミクロン株)感染拡大のため、中止
表彰はどうするのかは審議事項とする。
⑤ U11 大会(支部大会)
各支部方針は以下とする。
東部支部・・・中止
西部支部・・・中止
南部支部・・・中止
北部支部・・・中止
※実施する場合は、年度内に終わらせること。
※実施する場合は、部会長及び県協会に連絡後、各チームに連絡すること。
⑥ 指導者研修会の持ち方について
講師等を招聘し実施する場合は、前もって U12 部会長に事前に相談すること。
また、事前に各支部・部会長間で情報共有を図りながら進めること。
⑦ 新型コロナウイルス感染症対策について再確認
JBA より通達されている内容及び各市町村の対策に準じて行う。（田村救護担当）
⑧ 暴言暴力問題についての周知徹底
この問題は、すぐに解決できる問題ではない。支部内等の指導者研修会を通して地道に且つ計画的
に指導者の啓発を図る必要がある。毎年行われている指導者講習会において必ず取り上げてください。
⑨ その他
・大会申し込み期限までエントリーできなかったチームがあり、出場を認めなかった為、各支部で
期限を守って頂くように、啓発を図って頂きたい。
・移籍案件が多く、移籍できる項目に該当していなくても認められていることが多い。移籍に対する
対処を変更するように JBA に要望をしていく予定。
→ ３月の全国部会長会議にて提言予定。
・来年度は県協会役員の改正があります。今回の組織編成に基づき県協会役員を決める予定

2． 各担当報告
（1） 各支部担当より
東部支部
・各学校で学級閉鎖・学校閉鎖が発生し、チームより報告が上がっている
・U11 大会は中止とする
・3 月下旬より東部親善大会予選を計画中。
・支部内の役員改選は、複数担当で交代を予定しており、調整を図っている。
西部支部
・各学校で学級閉鎖が発生し、チームより報告が上がっている
・会場確保が予選より厳しい為、U11 大会は中止とする
・支部内の役員改選は、複数担当で交代を予定しており、調整を図っている。
・zoom アカウントを各支部役員会でも利用することは可能でしょうか。
→ 可能かと思います。(有賀部会長)
南部支部
・各学校で学級閉鎖・チーム内感染は発生し、チームより報告が上がっている。
・さいたま市では、スポーツ振興課より活動規制が通達されている。
・南部支部役員会で協議致しまして、U11 大会は中止と決定。
・支部内の役員改選は、複数担当で交代を予定しており、調整を図っている。
北部支部
・各学校で学級閉鎖・チーム内感染は発生し、チームより報告が上がっている。
・会場確保、支部内感染状況を鑑みて、中止と決定。
（2） 登録担当
特になし
（3） 運営総務担当
特になし
（4） 競技担当
競技担当連絡報告事項に基づいて報告
・2022 年度 U12 競技部会体制は以下とする
競技Ⅰ（継続） 竹田真太郎
競技Ⅱ（新任） 栗原智彦氏（現北部支部競技担当） 松本貞雄氏（現西部支部競技担当）
各支部競技担当は、次回部会内で報告致します。
・スポーツ少年団(大会)との連携
・各大会全体的に会場確保が厳しい状況。リーグ戦を実施している為、運営費もかさんでいる状況
・TeamJBA の大会申し込みは申込開始及びリマインドのアナウンスを行うことにより申込忘れを防ぐように
する

（5）

審判担当
・B 級審査会以下 2 名が合格
大橋 和茂氏(南部)、仙波 直樹氏(南部)
・C 級審査会、2/20 開催予定でしたが延期となりました。
・関東大会派遣審判は以下 4 名となります。
小峰 哲治氏(東部)、數野 竜平氏(西部)、金井 大樹氏(北部)、小泉 登氏(南部)
・全国ミニバスケットボール大会派遣審判は以下となります。
松原 伊吹氏(北部、U25 枠)、加藤 美昴氏(南部、関東ブロック推薦)

（6）

TO 担当
・TO 担当連絡報告事項に基づいて報告
・TO マニュアルを県内チームに通知をしたが周知する時間を十分に確保できなかった。次回大会に
向けて周知していく。
・TO 担当より県内チームに一斉発信することは可能なのか。
・4 チーム以下でのブロック構成の場合、審判/TO/MC 人数問題が発生するので、検討を図って
いきたい。
・TO 後消毒作業は、TO 実施したチームで対応してほしい
・2022 年度 U12TO 部会体制は以下とする
県：星野 延之（継続：戸田南オールズ）
東部：丸山 和徳氏（継続：青毛ウイングス）
西部：細川 圭介氏（継続：リベルタ）
南部：山田 章一氏（継続：針ヶ谷ミニバス）
北部： 宮下 豊美氏（新規：鴻巣ミニバス） 加藤氏は副担当へ

（7）

広報担当
特になし

（8）

育成担当
・2021 年度 DC 活動について説明。
現在はペンディング（未決定）となっている。
・令和３年度 埼玉県 U12・U13 育成センター冬季交流会について説明
・2022 年度 DC 活動について説明。

(9) 救護担当（感染症対応）
・JBA より通達されている内容及び各市町村の対策に準じて行う。
(10) 財務担当
特になし

【審議事項】
1． 埼玉県Ｕ12 冬季バスケットボールリーグ大会の表彰について
選手権の部は男女 4 チームが対象となるが、交流の部の対象チームが支部ごとによりまちまちな
為
チーム数をヒアリングして、次回部会内で決定する。
【継続審議】
２．ＴＯ機材の購入について
費用概算等の説明。(星野 TO 担当)
保管場所等の検討を図る必要があるのでは。(有賀部会長)
保管を含めた運用面が課題になるかと思う。(星野 TO 担当)
次回以降の部会で検討する。(有賀部会長)
【継続審議】
※次回の部会開催日(予定)
2022 年 03 月 12 日（土） 18：30～
於：埼玉県スポーツ総合センター201 会議室 もしくは Web 会議
以上
書記（文責） 岩本 健司

