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 5 回 U12 カテゴリー部会議事録
【日 時】 2022 年 3 月 12 日（土）

18 時 30 分～20 時 15 分

【場 所】 Web 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 6 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】
1． 部会長報告
・県協会主催事業である志木カップの開催について
4 月 30 日及び 5 月 1 日に実施予定で準備中。
その他、報告事項無し
2． 各担当報告
（1） 各支部担当
東部支部
・支部担当の交代について報告 大柴幸一氏が退任し佐藤秀男氏が新任となる。
・東部親善大会の実施方針について
・支部総会は 4 月中に実施予定
西部支部
・3 月 19 日予定の支部役員会にて来年度の組織、事業計画を詰める。
・県協会が持つ ZOOM アカウントの支部利用方法について
南部支部
・2022 年度支部総会は、JBA 登録期限の 5 月末にて支部内登録チーム数を確認し、6 月に総会及び
指導者会議をまとめて開催する方向で調整中。
・支部役員については現在調整中、3 月 19 日に支部役員会を実施し詰めていく予定。
北部支部
・4 月中に指導者会議を開催予定
・5 月中に支部総会を開催予定
・審判研修会にて U12 チームをモデルチームとして活用。
ルールは「ミニバスケットボール競技規則外運用細則」にて実施したので実施報告書を纏めて部会長に
提出する。
（2） 登録担当
・2022 年度の JBA 登録受付開始について
既に TeamJBA から全チームに配信されている通り、2022 年度のチーム及び競技者等の登録受付は

2022 年 3 月 16 日（水）10:00～となっている。またチーム登録期限は JBA 規程に基づき例年通りの
2022 年 5 月末日とする。期限経過や年度途中でのチーム新規登録は原則として認められない。
特にチーム登録期限については、各支部にて全チーム（責任者）に必ず周知徹底をお願いしたい。
（3） 財務担当
・特になし
（4） 運営総務
・特になし
（5） 競技担当
2021 年度の各種大会実施結果にもとづき、以下の課題と改善提案がなされた。詳細については今後の
部会にて順次決定していく。
・大会実施については 2022 年度もコロナ禍対応で準備を進めていく
・U12 秋季リーグ支部大会について
1 チームによる複数エントリーの検討
移籍選手の大会参加資格について・・・JBA からの指針を待ち対応を決定していく
アシスタントコーチ不在による、チームスタッフ（保護者）の登録、ベンチ入りの明確化
・U12 バスケットボール大会（県大会）について
出場チーム数と支部枠割り当てについて（男女各 24 チーム想定）
初日会場の検討（行田グリーンアリーナ、本庄シルクドーム）
・U10 バスケットボール大会について
男女合同チームの検討
・U12 冬季リーグ大会
全国大会及び関東大会への推薦チーム選考大会とする
組み合わせ方法の再検討（支部内予選の有無）
・U11 新人リーグ大会
人数不足に配慮した合同チームでの参加を検討
・各種大会参加費の検証（2023 年度に向けて）
・各支部内で実施されているカップ戦への、埼玉県協会 U12 カテゴリーの協力について
（6） 審判担当
・特になし
（7） TO 担当
・特になし
（8） 広報担当
・特になし
（9） 育成担当
・2022 年度育成センターの活動計画について
トライアウトについては 7 月末までに実施し、選考選手を決定する計画。
U15 クラブ登録チームに登録している U12 選手も対象とする。
・マンツーマンコミッショナーの運用について引き続き検討をしていく。

(10)救護担当（感染症対応）
・特になし

【審議事項】
1． 新年度の組織体制について
「事務担当」を新設。部会長付とし、主に以下の業務を担当する。
・JBA との連絡窓口及び提出書類の作成
・県協会との連絡窓口及び提出書類の作成
・県外招待大会の取り纏め
・U12 部会司会進行、議事録の作成、その他部会公式文書の作成
※業務の詳細は今後、担当間で詰めていくことで変更も検討
副部会長の交代
・尾崎副部会長及び外尾副部会長が退任（外尾副部会長は登録担当として部会員留任）
・鈴木康司西部支部担当が、副部会長（支部統括）に新任
東部支部担当の交代
・大柴幸一氏が退任、佐藤秀男氏が新任
総務担当の変更（救護担当と統合）
・北原信介氏が退任、後任は新井俊行氏（東部支部）、柴崎久美子氏（西部支部）の 2 名が新任
・救護担当を総務担当へ統合し、田村則夫氏を総務担当に変更
その他各支部の役員変更について報告があり、承認された。
【承認】
2． 2022 年度の年間事業計画について
・外尾副部会長より 2022 年度事業計画案が提出され、各種事業の日程及び会場を確認し承認された。
【承認】
3． 2022 年度の U12 カテゴリー総会の実施方法について
・県全体での総会はコロナ禍を考慮し、2022 年度も実施しない（来年度は再検討）
・2021 年度同様、総会は各支部単位で実施する。なお、実施時期については各支部の計画による。
・総会で使用する資料については 4 月 29 日実施予定の第 2 回部会までに各担当が作成提出し、各支部の
総会での共通説明資料とする。
【承認】
4． 関東大会及び全国大会推薦の方法について
・2022 年度は冬季リーグ大会（1 月開催）の結果により推薦を行うこととする。なお JBA からの指示に基づき、
関東大会と全国大会の推薦を同一の大会で行い、関東及び全国への推薦チームの重複は認められない。
また、冬季リーグ大会が中断または中止により最終順位が確定出来なかった場合は、11 月に開催予定の
U12 バスケットボール大会（県大会）の結果を参考に推薦する。冬季リーグ大会の途中結果は考慮しない。
【承認】
5． 旧ミニ連残余財産の活用方法について
・大会式典に使用するプリンターなどの設備機器の購入を検討。

・TO 担当から提案されている TO 機器については、支出額を再検討し継続審議とする。
【継続審議】
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
2022 年 4 月 2 日（土） 18：30～

2022 年度第 1 回部会

於：埼玉県スポーツ総合センター202 会議室

