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一般報告事項および取組の重点 

1．日本協会 U12 部会関係 

第 53 回全国大会実施（令和 4 年 3 月 28 日～31 日） 会場：国立代々木競技場体育館 

・男女代表 1 チーム参加  

・審判員の派遣協力 

・マンツーマンコミッショナーの派遣協力 

 

2．関東ブロック U12 部会関係 

第 43 回関東大会について（令和 4 年 3 月 5 日～6 日）：神奈川県 小田原市、南足柄市 

     開催予定は、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止。記念品のみ出場チームの 

注文を受け付け 

 

3．神奈川県協会関係 

県協会年間表彰関係の表彰式・祝賀会は、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止。  

    

4．県 U12 部会関係 

  (1) 新型コロナウィルス感染症拡大のため、ベスト 4 選出の予選まで実施。全国大会 

代表推薦については Web による抽選とした。 

(2)  決勝トーナメント中止により、決勝大会の TVK 放映は中止となった。 

代替として、3 月 3 日（水）15 分間のベスト 4 チームによるインタビュー模様を

放映 

(3) 協賛企業の発掘 (広報・渉外グループ報告参照) 

(4) 県 U12 オリジナル T シャツの販売促進  ・ヤング商事 ・ミズノ 

(5) 2021 年度より、秋季県大会を廃止し、決勝大会に一本化となり、決勝大会で、全

国大会と関東大会の代表を同時に選出。 

 

5．秋季にリーグ戦を拡充し、バスケットボールカレンダーを変更していく予定であったが、 

新型コロナウィルス感染症拡大によりほぼ実施に至らなかった。 

 

6．その他 

 

以上 

2/20



川崎支部 横浜支部 横須賀支部 湘南支部 北相支部 平塚支部 小田原支部

春
季

・全体会4月web配
信
・常任委員会5月
15日
・常任委員会6月
12日

・4月下旬～6月中旬
川崎支部前期リーグ戦

・6月下旬
U10（キッズ）大会(一部)
※新型コロナウィルス感

染拡大防止
　　 のため残りのキッズ大
会中止

・横浜支部各地区リーグ戦
５月初旬～

※新型コロナウイルス感染
症の影響により未消化で
終了

･代表者会議 4/10
･TO勉強会帯同審判勉
強会 5/20
･前期リーグ（春季大
会）5/22-8/1
･理事会及び常任理事
会　4/10、5/1、6/13

・春季リーグ　4/25〜5/3

・各市町大会(5月)
・理事会　4/17（土）対面
・総会　4/16　書面

・北相連盟総会
メールでの総会資料送

付と
意見集約を実施

・北相支部前期リーグ戦
４/２４～６/２７
公共体育館。各小学校

・平塚連盟総会　  4/3(土)
　　ひらつかアリーナ

集合型総会は中止としメール
で総会資料送付
・T.O研修会・帯同審判･MC育
成研修会・ﾙｰﾙ説明会4月　市
内小学校・ミニ連交流会 　5/1
上記4件　※新型コロナウイル
ス感染症拡大防止の為中止
・県U12前期リーグ戦
（わくわく選手権ﾘｰｸﾞ大会）
5/4～6/6　アリーナ・平総他
・理事会　4，5，6月Web会議

・小田原連盟総会WEB
4月23日
・春季リーグ戦
4月24日～6月27日

スポ少県大会：中止

夏
季

・常任委員会 7月
10日
・常任委員会8月
15日
・常任委員会 9月
11日

・川崎地区U12育成セン
ター

・横浜市選抜選手横浜支
部交歓会　中止

･DC　7/4、7/17
･代表者会議　7/22
･有馬カップ中止
･常任理事会　8/13、
8/28、9/11、10/2

・湘南DC　7/4, 10, 17,
18, 25
・各市大会

・理事会　中止

・北相支部後期リーグ戦
９/４～2/15
公共体育館。各小学校
※新型コロナウイルス関

連
　で日程が大幅に延期

・平塚七夕カップ　7/4
ひらつかアリーナ

・県U12後期リーグ戦
9月中

　　　ひらつかアリーナ他
※新型コロナウイルス感染
症拡大防止の為中止
・理事会　7月　Web会議

・小田原カップ　中止
・U7バスケ教室　中止
・下学年交歓会　中止

スポ少関東大会：中
止

秋
季

・常任委員会10月
17日
・運営委員会12月
18日
・常任委員会11月
28日

・10月中旬 　新人戦
・11月6日 　MC講習会・審
判講習会(実戦講習)
・11月上旬～12月上旬

決勝大会川崎支部予選
・12月中旬

キッズ大会
・12月25日

U12DC横浜北部交流(男
子・女子)
　横浜ビー・コルセアーズ
エキシビジョン
・川崎地区U12育成セン
ター

・横浜市決勝大会（U12部
会秋季大会予選）　中止

・各地区リーグ戦開催
※新型コロナウイルス感染
症の影響により未消化で
終了

･横須賀ｶｯﾌﾟ中止
･代表者会議　10/16
･秋季大会11/7-12/11
･DC 10/23、11/28
･協会ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ  中止
･DC U12代表親善試合
12/29
･理事会及び常任理事会
10/2、10/16、11/28

・秋季リーグ 10/23〜11/7
・県決勝大会予選(U12部
会決勝大会予選)
１１/14〜12/4

・湘南DC 12/5
・理事会（対面）　10/2

・北相選手権大会兼神奈
川県予選出場チーム代表
決定戦
（チャレンジ、フレンド）

１０/２5～1２/５
・理事会1２/５
・北相協会ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

１２/１８（土)
相模原ギオンアリーナ

・帯同審判･MC育成研修
会　10月　市内小学校
※新型コロナウイルス感染
症拡大防止の為中止
・HIRATSUKA　CUP(U12
部会決勝大会予選)
11/3(水・祝)～12/5(日)
　ひらつかｱﾘｰﾅ、平総他
準決勝、決勝は中止
・理事会　11月ｱﾘｰﾅ
・平塚協会フェスティバル

※新型コロナウイルス感
染症拡大防止の為中止

・下学年交歓会　中止
・U7バスケ教室　中止
・小田原連盟杯
11月6日～12月5日
・後期リーグ戦
10月17日～12月11日

冬
季

・常任委員会1月8
日
・常任委員会1月
23日
・常任委員会2月6
日
・常任委員会3月
13日

・1月3日/2月13日
川崎ブレイブサンダースエキ

シビジョン
・1月15日 U12DC小田原交流
(男子・女子)
・3月初旬～中旬　卒業生大会
・3月26日　U12DC横浜北部交
流(男子・女子)

川崎ブレイブサンダースエキ
シビジョン
・ミクロ大会  ※新型コロナウィ
ルス感染拡大防止
のためミクロ大会中止

・横浜バスケットボールフェ
スティバル１２月１９日（日）
開催
・各地区卒業生大会　中
止
・各地区新人戦 　中止

･代表者会議　12/11
･会長杯　中止
･後期リーグ戦　3/26-27
･新人大会　2022年度に実
施
･DC U12代表(女子)親善
試合
･理事会及び常任理事会
2/1、2/5、2/19、2/27、
3/13
･総会　4/10

・湘南フェスティバル　中
止
・SHONAN BASKETBALL
GAMES　12/18 寒川ア
リーナ
・各市町大会 2月
・フレッシュ交流会代替練
習試合 3/20, 27
・理事会　中止

・各地区新人戦
１２月～２月
各地区小学校他
地区により開催中止

・理事会　３月予定

・卒業記念大会
1/16(日)～2/12(土)

ひらつかｱﾘｰﾅ・平総他
・5年生以下交流大会

2/19(土)・26(土)
ひらつかｱﾘｰﾅ・平総

※新型コロナウイルス感染
症拡大防止の為中止
・理事会1月　Web会議

3月　ｱﾘｰﾅ

・新人戦　中止
・6年生交歓会　中止
・小田原地区バスケ祭　中
止　　　　　　　　　　　　　・
U7バスケ教室　中止
・ミニ中学交流会　中止

・関東大会（神奈川
県）中止

・全国大会（東京
都）3月28日～31日

※ひらつかサン・ライフアリーナは、文字数の関係で、「ひらつかアリーナ」と表記しています。

２０２1年度　(社)神奈川県バスケットボール協会Ｕ１２部会 報告

U12部会役員会
各　支　部　行　事

関連大会
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２０２１年度 事務局グループ 活動報告

１ 神奈川県バスケットボール協会 U12 部会の加盟登録 

  (1) チーム登録   男子  255 女子  262 合計   517 

(2) 競技者登録 男子 5,364 女子 3,830 合計 9,194 

２ 日本バスケットボール協会（神奈川県バスケットボール協会）登録手続き

(1) チーム加盟・個人登録

●電子登録(team-JBA)受け付け登録期間

4 月 12 日(月)～5 月 31 日(月)  入金と登録の完了

(2) 個人登録

決勝大会の追加登録

●追加登録と入金確認は、各支部（地区）で設定した期日までに実施。

３ 神奈川県バスケットボール協会 登録事務

◎神奈川県バスケットボール協会 U12 部会 役員名簿提出 6 月 20 日(日) 

◎神奈川県バスケットボール協会 U12 部会 チーム名簿提出 6 月 20 日(日)

４ 登録確認（移籍含む）

◎年間を通じメールによる各支部との確認を実施。

 その他、情報交換会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため未開催。

５ 各支部への U12 部会からの案内通知 

◎年間を通じ、U12 部会からの連絡事項を各支部へ通知。

（注）●は各チームが実施するもの、◎は事務局グループ役員が実施するもの）

以 上 
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2021年度 競技運営グループ活動報告 

〔競技会部会〕 

１ 大会実施結果 

 （１）2021年度 神奈川県U12DC地区交流会 

    新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止 

 

（２）第42回神奈川県ミニバスケットボール決勝大会 

    ①支部予選大会 

     10月上旬～12月上旬 

②兼 第43回関東ミニバスケットボール大会 神奈川県予選 

兼 第53回全国ミニバスケットボール大会 神奈川県予選 

チャレンジカップ（16チームトーナメント） 

フレンドシップカップ（４チームトーナメント×４ブロック） 

※ 抽選会  2021年12月21日（火） 

2022年１月８日（土）南足柄市体育センター・横須賀北体育館 

９日（日）秋葉台文化体育館 

平成       16日（日）横須賀北体育館 

平成       22日（土）トッケイセキュリティ平塚総合体育館 

22日の準決勝・決勝は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止 

＜結果＞ 

【チャレンジカップ】 

※最終日中止に伴い、今大会準決勝進出及び５位決定チームにより、２月９日に抽選会 

をWeb上で開催し、出場希望する上位大会を決定 

（全国大会出場推薦） 

男子：東希望が丘 

女子：東希望が丘 

（関東大会出場推薦） 

男子：駒岡・桜丘・長井・柿生 

女子：成瀬・桜丘・山元・明治 

【フレンドシップカップ】 

（ブロック優勝） 

男子：厚木MBP・公郷・城北・多摩 

女子：新林藤が岡・いぶき野・森の里・綾北 

 

 ＜参考＞ 第43回関東ミニバスケットボール大会（神奈川大会） 

         ３月５日（土）・６日（日）：小田原アリーナ・南足柄市体育センター 

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止 

第53回全国ミニバスケットボール大会 

３月28日（月）～31日（金）：国立代々木競技場第１・２体育館 

 

２ 主な活動内容等 

・大会会場の設定調整 

・決勝大会の組合せ及び競技日程等の調整 

・コ－ト主任の設置及びゲーム主任の配置管理 

 

〔リーグ戦部会〕 

１ 主な活動内容 

・各支部リーグ戦実施の調整・結果報告                      以上 
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2021 年度 審判委員会活動報告 

 

１． 活動報告 

日 程 内 容 場 所 備 考 

11 月 23 日（火） 

14 日（土） 

11 月 23 日（月） 

ミニバスケットボール決勝

大会 

 

南足柄市体育センター 

横須賀北体育館 

秋葉台文化体育館 

 

3 月 28 日（月） 

～ 

3 月 31 日（木） 

第 53 回全国ミニバスケット

ボール大会 

代々木第一体育館 派遣審判員 4 名 

２．地区招待大会等審判派遣 

   新型コロナウイルス感染症に伴い開催なし 

３．審判委員会 

・審判グループ会議及び審判割当会議（リモート開催） 

・第 43 回関東大会審判グループ会議（リモート開催） 

 

以上 

日本公認Ｃ級：  

6/20



2021 年度 育成・普及グループ活動報告 
 

≪ユース育成部≫ 
１． 2021 年度 県Ｕ１２ＤＣ地区交流会 

 〔実 施 日〕８月８日（日）【中止】 

 〔会   場〕ひらつかサン・ライフアリーナ 

  

２．神奈川県 U12 育成センター 

 〔実 施 日〕12 月 12 日（日）、2 月 20 日（日）【中止】 

 〔会   場〕真鶴町立体育館 

 〔内  容〕県 U12DC 地区交流会が中止となり、各地区から１～２名程度を選考したが、まん延防止等

重点措置の影響もあり、県ＤＣ講習会は１２月のみの開催となった。 

 《県 DC メンバー》 

 〔男子〕外山 蒼空（柿生）、河口 陽（長沢）、中村 友翼（菅）、栗山 泰青（駒岡） 

     竹渕 桔平（鉄）、高橋 秀成（原・三ツ境）、石田 直輝（左近山）、高橋 勇陸（豊田） 

     イヘツ グットラック チネドゥ（豊田）、鶴岡 紘大（桜井）、石川 蓮（野庭） 

池谷 航弥汰（藤の木）、佐藤 久遠（六浦南）、八木澤 翔太（東希望が丘） 

平井 誉（レイアップス）、谷澤 一雄（藤沢本町）、山本 修平（藤沢本町） 

阿部 純大（新林・藤ヶ岡）、中原 輝海（広陵）、荒良木 開登（緑野）、横田 駿哉（今泉） 

永野 陸（桜丘）、西田 力和（KJr.）、薮原 叶人（山下）、矢野 蓮人（真土） 

青山 拓磨（城北）、山﨑 優悟（Seaside Wing） 

 

〔女子〕瀧本 千智（菅）、赤瀬 槙（柿生）、上原 彩芽（菅）、鬼頭 佑実（東本郷） 

松枝 ティナ（東本郷）、佐藤 愛南（東希望が丘）、菅野 愛子（大原北） 

北村 海璃（川上北）、ハウエット アンジェリカ七海（ヤベダン）岡崎 莉里香（金沢） 

    川口 咲楽（別所）、佐藤 潤里（別所）、加藤 はづき（逗子）、 

    大山 藍奈（鶴嶺）、伊達 奏（新林・藤ヶ岡）、谷田 薫子（星が丘）、権藤 優愛（広田） 

    伊藤 朱音（桜丘）、宍戸 ゆいか（柏ヶ谷）、小杉 菜々子（成瀬）、成瀬 瞳子（成瀬） 

    小川 陽（KJr.）、木村 優希（渋沢）、藤沢 あおな（花水）、金子 芽祈（豊田） 

    下山 紗奈（開成）、武 詩音（富士見） 

 

２． 県協会年間ベスト５の選出 

〔男子〕栗山 泰晴（駒岡）、高橋 秀成（原・三ツ境）、荒良木 開登（緑野） 

    平井 誉（レイアップス）、外山 蒼空（柿生） 

 

〔女子〕佐藤 愛南（東希望が丘）、小杉 菜々子（成瀬）、小川 陽（KJr.） 

    下山 紗奈（開成）、瀧本 千智（菅） 
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≪指導者育成部≫ 
４．地区指導者向けＤＣ指導内容講習会（実技） 

 【中止】 

 

≪普及部≫ 
５．地区優秀選手の選出 

 〔男子〕イヘツ グットラック チネドゥ（豊田）、佐藤 久遠（六浦南）、高橋 秀成（原・三ツ境） 

栗山 泰青（駒岡）、西田 力和（KJr.）、荒良木 開登（緑野）、中原 輝海（広陵） 

平井 誉（レイアップス）、外山 蒼空（柿生）、谷澤 一雄（藤沢本町）、青山 拓磨（城北） 

薮原 叶人（山下） 

 

 〔女子〕北村 海璃（川上北）、宮城 梨花（さわの里）、佐藤 愛南（東希望が丘）、鬼頭 佑実（東本郷） 

     小杉 菜々子（成瀬）、伊藤 朱音（桜丘）、谷田 薫子（星が丘）、加藤 はづき（逗子） 

     瀧本 千智（菅）、棚橋 心結（明治）、下山 紗奈（開成）、藤沢 あおな（花水） 

  

６．県外招待派遣  

   関東圏のチームとの交流（普及）を目的として、県外大会への派遣チームを検討・推薦した。 

   ＜志木カップ＞１２月１１日～１２月１２日 

     男子：今泉（北相）、女子：成瀬（北相） 

 

   ＜ふなばしカップ＞男子：１２月１２日、女子１２月１１日 

     男子：緑野（北相）、女子：川上北（横浜） 

 

７．キッズ交歓大会 

   キッズ交歓大会の実施要項を作成し、各地区での実施を推進した。 

    ＜開催地区＞ 

横浜・川崎・小田原・平塚 

※北相・湘南・横須賀地区においては、未開催 

 

＜開催した成果＞ 

・普段は出場機会のない U10 選手が伸び伸びとプレーをしていた。 

・他チームの選手との交流ができて、保護者も含め笑顔が見れた。 

・独自ルールを決めて開催できるので、均等に出場機会が設けられた。 

※1.3 クォーターがミクロ、2.4 クォーターが 3.4 年生など。 

 

以上 
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2021年度 広報・渉外グループ活動報告 

 

1.広報 

(1)会員名簿 3044冊 

・各地区データー集約 

・業者入稿校正 

・各地区校正再入稿 

・各チーム配布 

（2）県ミニ連HP 

    ・各大会案内 結果UP 

    ・大会携帯速報UP 

     ・HPリニューアル 

    (3) 関東大会 

    ・プログラム原稿業者選定 打ち合わせ 集約調整   

 

2.渉外 

（1）スポンサーの募集 

・スポンサー獲得 

全国共済、㈱ミズノ、㈱ヤング商事、（株）大阪フォトサービス 

       ㈱モルテン、(有)シュープリント (株)湘南テクノ 山口真空(株) 

   (2）後援会事務局運営 

・会員入会数報告 チーム39口 個人30口 

北相   チーム 2口 ・個人 3口 

横須賀 チーム 8口 ・個人 0口 

川崎   チーム 1口 ・個人 0口 

平塚   チーム16口 ・個人10口 

横浜   チーム 4口 ・個人15口 

湘南   チーム 2口 ・個人 2口 

小田原 チーム 6口 ・個人 0口 

法人等 0口 

        (3) スポンサー物品販売 

・決勝大会Tシャツ 集約 

    （4）関東大会 

       ・記念品業者打ち合わせ、集約  記念Tシャツ集約、発注 

 

以上
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2021 年度(社）神奈川県バスケットボール協会 U12 部会事業決算報告書

別途配信
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2021 年度神奈川県ﾐﾆバスケットボール連盟特別事業運営基⾦決算報告書

別途配信
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川崎支部 横浜支部 横須賀支部 湘南支部 北相支部 平塚支部 小田原支部

春
季

・全体会
4月9 日(土)ホーム
ページに年度報
告・計画等を掲載
・常任委員会5月14
日
・常任委員会6月11
日

・支部総会
4月

・川崎支部前期リーグ戦
5月～6月
　各スポーツセンター他実
施

・横浜支部各地区リーグ戦
5月初旬～6月下旬
各地区小学校他

･代表者会議　4/10(日)
･TO勉強会・帯同審判研
修会4/29(祝金)
･リーグ戦（春季大会）
5/14(土)～8/7(日) 潮風、
市体育館
･DC/U12技術講習会
･理事会　4月、5月、6月

・総会　4/17（書面）
・春季リーグ4/23(土)〜
5/1(日)
・各市町大会　5月

・北相連盟総会
メールでの総会資料送

付と
意見集約を実施

・県内リーグ戦交流大会
４/２9～’23.2/２6
公共体育館。各小学校

・平塚連盟総会　  4/10(日)
平総　会議室

・T.O研修会
・帯同審判･MC育成研修会
・ﾙｰﾙ説明会
　　　4月　市内小学校
・ミニ連交流会 　中止
・県U12前期リーグ戦
（わくわく選手権ﾘｰｸﾞ大会）
5/7～6/26　アリーナ・平総
・理事会　1回/2か月開催

・協会長杯
4月9日～5月1日
・前期リーグ戦
5月7日～6月19日
・下学年交歓会
6月12日

スポ少県大会：
6月18日（土）南小
学校・一之宮小学
校、6月19日（日）南
小学校・一之宮小
学校、6月25日（土）
寒川アリーナ、6月
26日（日）寒川ア
リーナ、7月3日（日）
秩父宮記念体育館

夏
季

・常任委員会 7月9
日
・常任委員会8月14
日
・常任委員会 9月3
日

■審判講習：
実戦講習を適時計画予

定

■育成普及：
ＤＣ計画をもとに選抜講

習会、他地区交流戦を計
画予定

・横浜市選抜選手横浜支
部交歓会
7月上旬　会場未定

･代表者会議　7月
･有馬カップ
 8/14(日)、20(土)、
21(日)、28(日)潮風、市体
育館
･DC/U12技術講習会
･理事会 7月、8月、9月

・理事会
・湘南地区DC
・湘南地区夏季大会（仮
称）8月下旬〜9月上旬
・秋季リーグ　9/22(土)〜
11/27(日)

・平塚七夕カップ　7/2
ひらつかアリーナ

・県U12後期リーグ戦
9月中
　ひらつかアリーナ他

・理事会

・大井カップ
8月27日～9月17日
・下学年交歓会
9月25日　10月1日

スポ少関東大会：
7月30日（土）～31
日（日）ひらつかサ
ン・ライフアリーナ

秋
季

・常任委員会10月
15日
・運営委員会10月
29日
・常任委員会11月
26日
・運営員会12月10
日

・川崎支部後期リーグ戦
9月
各スポーツセンター他実

施
・川崎支部決勝大会

（兼全国大会予選、兼関
東大会予選）
　11月～12月
　各スポーツセンター他実
施

・横浜市ミニバスケットボー
ル決勝大会
（兼関東ミニバスケットボー
ル大会　神奈川県予選
横浜支部予選）
（兼全国ミニバスケットボー
ル大会　神奈川県予選
横浜支部予選）
11月1２日（土）～
12月１１日（日）
市内小学校他
※その他
・リーグ戦交流大会（9月）

･代表者会議　9/18(日)
･リーグ戦　9/3(土)～
9/25(日) 潮風、市体育館
･横須賀カップ　10/2(日）
8(土)、９(日）潮風、市体育
館
・秋季大会10/15（土）～
12/11(日)潮風、市体育館
･MC研修会
･DC/U12技術講習会 第5
回 ～第7回
･理事会　10月、11月、12
月

・理事会
・決勝大会湘南支部予選
11/12(木)〜11/23(日）

・北相選手権大会兼神奈
川県予選出場チーム代表
決定戦
（チャレンジ、フレンド）

１０/１～１１/２７
・理事会１１/２７
・北相協会ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

１２/１７（土)
相模原ギオンアリーナ

・帯同審判･MC育成研修
会　10月　市内小学校
・HIRATSUKA　CUP(U12
部会決勝大会予選)
10/29(土)～11/19(土)

　ひらつかｱﾘｰﾅ、平総他
・理事会
・平塚協会フェスティバル

12/10(土)平総

・後期リーグ戦
10月15日～12月18日
・小田原連盟杯
11月5日～12月4日

冬
季

・常任委員会1月8
日
・常任委員会1月22
日
・常任委員会2月4
日
・運営委員会未定

・川崎支部新人戦
1月～2月
各スポーツセンター他実

施
・川崎支部卒業生大会

3月
各スポーツセンター他実

施

・横浜バスケットボールフェ
スティバル12月1８日（日）
横浜武道館
・各地区卒業生大会
1月下旬～2月上旬
・各地区新人戦
2月中旬～3月下旬
各地区小学校他
・横浜地区合同ユース育
成センター交流戦
（日時、会場未定）

･代表者会議　12/10(土)
･会長杯 1/21(土)～
2/25(土)潮風、市体育館
･新人大会 2/26(日)、
3/25(土)、26(日)　潮風、
市体育館
･DC/U12技術講習会
･理事会　2月、3月
･総会　4月開催予定

・理事会
・湘南フェスティバル
・フレッシュ交流会　3/21
（火祝）, 3/26（日）

・各地区新人戦
１２月～２月
各地区小学校他

・理事会　３月予定

・卒業記念大会
1/28(土)～2/19(日)

ひらつかｱﾘｰﾅ・平総他
・5年生以下交流大会

2/25(土)・3/4(土)
ひらつかｱﾘｰﾅ・平総

・理事会

・新人戦
1月22日～2月12日
・U12/U15交歓会
2月11日
・6年生交歓会　2月25日

・関東大会（群馬
県）3月4.5日

・全国大会（東京
都）

※新型コロナウイルスの影響により、計画が変更になる場合があります。

※ひらつかサン・ライフアリーナは、文字数の関係で、「ひらつかアリーナ」と表記しています。

2022年度　(社)神奈川県バスケットボール協会U12部会 活動計画

U12部会役員会
各　支　部　行　事

関連大会
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２０２１年度 事務局グループ 活動計画

１ 神奈川県バスケットボール協会 U12 部会 加盟登録 

●名簿原稿により確認

・５月 31 日(月)までに、各支部（地区）広報・渉外Ｇ員へ提出

２ 日本バスケットボール協会 登録

(1) チーム加盟・個人登録

●電子登録(team-JBA)受け付け登録

4 月 9 日（土）～５月３１日(火)  入金と登録の完了

(2) 個人登録

●決勝大会出場の追加登録

各支部（地区）で設定した期日までに実施

３ 神奈川県バスケットボール協会 登録事務

◎神奈川県バスケットボール協会 U12 部会 役員名簿提出 6 月 5 日(日) 

◎神奈川県バスケットボール協会 U12 部会 チーム名簿提出 6 月 19 日(日)

４ 登録確認・情報交換会の開催予定

◎第１回  ６月下旬 場所未定

◎第２回 １０月下旬 場所未定

（注：●は各チームが実施するもの、◎は事務局グループ役員が実施するもの）

以 上
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2022年度 競技運営グループ活動計画 

 

＜競技会部会＞ 

１ 競技日程 

（１）2022年度 神奈川県U12DC地区交流会 

  2022年８月14日（日）ひらつかサン・ライフアリーナ 

 

（２）第43回神奈川県ミニバスケットボール決勝大会 

チャレンジカップ兼 第44回関東ミニバスケットボール大会 神奈川県予選 

兼 第54回全国ミニバスケットボール大会 神奈川県予選 

フレンドシップカップ 

 

※ 抽選会  2022年12月上旬 

 

2023年1月７日（土）南足柄市体育センター 

            ８日（日）秋葉台文化体育館・横須賀アリーナ 

９日（月）伊勢原総合体育館 

平 成     14日（土）南足柄市体育センター 

平成       15日（日）横須賀アリーナ 

平成       22日（日）平塚トッケイセキュリティ総合体育館 

 

＜参考＞第44回関東ミニバスケットボール大会（群馬大会） 

2023年3月予定 

＜参考＞第54回全国ミニバスケットボール大会 

2023年3月予定 東京都 渋谷区 

 

 

＜リーグ戦部会＞ 

競技日程 

県内リーグ戦交流大会：各支部ブロック単位で 1 チーム 9 試合以上 

 

＜主な活動内容等＞ 

 ・大会等要項策定の調整 

・大会等会場設定の調整 

・大会等の抽選・組合せ及び競技日程表等の作成、並びに大会等結果の取りまとめ 

・会場設営、場内整備の調整 

 ・コ－ト主任（会場全般の管理等）の配置の調整 

・ゲーム主任（試合進行管理、T･Oの補佐等）の配置の調整 

以上 
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2022 年度 審判委員会活動計画 

 

１．活動方針 

(１) JBA 審判指導重点項目の周知徹底 

(２) JBA ルール変更点における伝達と運用 

(３) 若手審判員の発掘・育成 

(４) 各支部審判組織の強化及び相互交流 

 

２．活動予定 

(１) U12 部会が主催する大会の審判割当 

(２) 関東スポーツ少年団競技別大会に向けた審判講習会の開催 

  (３) 関東スポーツ少年団競技別大会審判講習会の開催（審判選考・派遣要請・割当） 

(４) 関東ミニバスケットボール大会に向けた審判講習会の開催 

(５) 全国ミニバスケットボール大会への派遣審判の選考・派遣 

(６) 各地区審判講習会への講師派遣 

(７) 日本公認（D 級～B級）審判講習会の開催 

 

３．主な活動 

(１) 審判グループ会議の開催 

(２) 関東スポーツ少年団競技別大会 

（３）第 44 回関東ミニバスケットボール大会審判派遣 

(４) 第 54 回全国ミニバスケットボール大会審判派遣 

(５) 各種大会割当会議 
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2022 年度 育成・普及グループ活動計画 
 

≪ユース育成部≫ 

１．2022 年度 県 U12DC 地区交流会 

 〔実 施 日〕８月１４日（日） 

 〔会   場〕ひらつかサン・ライフアリーナ 

 〔内  容〕各地区から６年生男女各１２名のチームを編成し、交流ゲームを行う。※１試合１２分まで

の出場とする。合わせて実技講習を行う。各地区交流会参加選手から１～２名程度を県育成

センター候補選手として選考する。 

       ※ベンチスタッフ（４名以内）は、Ｄ級以上のライセンス取得者のみとする。 

 

２．神奈川県 U12 育成センター（ＤＣ） 

 〔実 施 日〕   月  日（ ）、  月  日（ ）※調整中 

 〔会  場〕 未定  

〔内  容〕 県 U12DC 地区交流会参加選手から各地区１～2 名程度を選考し、講習（練習）会を行

う。合わせて 3 月実施予定の神奈川県 DC の日（U12～U15 カテゴリー交流会）に参加す

る。 

 

３．神奈川県バスケットボール協会 年間ベスト５の選出 

 U12 カテゴリーで年間を通して活躍した男女各５名を選出し、県協会との連携を図る。 

 

≪指導者育成部≫ 

４．U12 県 DC 指導者講習会 

 〔実 施 日〕4 月 29 日（金）14:00～17:00（13:30～受付開始） 

 〔会   場〕川崎市麻生スポーツセンター 

 〔対  象〕①神奈川県内のミニバスケットボール指導者 

②各カテゴリーの指導者で希望する者 

③神奈川県内の公認コーチの研修講習として受講する者 

（ＪＢＡ公認Ｄ級以上は、リフレッシュ２ポイント付与） 

 

≪普及部≫ 

５．U12 部会地区優秀選手の選出 

 地区大会、県大会及びＵ１２地区交流会で最も活躍した選手の中から各地区男女１名ずつ選出する。 

 

６．県外招待派遣  

   関東圏のチームとの交流（普及）を目的として、県外大会への派遣チームを検討・推薦する。 

 

７．U10 交流会 

   実施要項を作成し、各地区での実施を推進する。 

 

以上 
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2022年度 広報・渉外グループ活動計画 

 

1.広報 

(1) 会員名簿 

  ・業者選定 

  ・各地区データー集約 

  ・業者入稿校正 

  ・各地区配布 

 

（2）決勝大会ポスター 

     ・業者依頼 

     ・各地区配布 

 

   （3）県ミニ連HP 

     ・各大会案内 結果のUP 

     ・その他適時対応 

 

2.渉外 

(1）テレビ放映 

・放映試合：第42回神奈川県ミニバスケットボール決勝大会 

 

(2)スポンサーの募集 

 

(3)後援会事務局運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 
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【相談役】

【常任委員】
部会長 牧野 広良（須）
副部会長 石井 守男（小）　野上 浩（湘）※スポ少担当

片寄 昌孝（川）　水野 典之（浜）　井ケ田 弘幸（浜）
事務局グループ長 菅田 礼子（須）
競技運営グループ長 大津  康（平）
審判グループ長 山岡 忠（浜）
育成・普及グループ長 田中 啓文（川）
広報・渉外グループ長 田中 緑（平）
財務グループ長 鈴木 隆之（須）
支部代表

【運営委員】 【大会委員】
グループ 部 副グループ長 川　崎 横　浜 横須賀 湘　南 北　相 平　塚 小田原

総　務 田中 智美（平） 友岡順平 安達義雄 菅田礼子 田中孝史 本田和就 田中智美 黒田　武

登録確認 本田 和就（北） 漆原雄一

千秋秀人
藤木甲奈
生島久利
中本香織

菅田礼子 田中孝史
本田和就

間明田将之
内海朝路

田中智美 黒田　武

競技会 大津 康（平） 仙石飛鳥 大松英晃 白濵幸治 嶋崎一磨 稲葉雅一 小宮元宏 加藤英二

リーグ戦 星 雅博（浜）
齊藤充

小山正治
長澤  元 白濵幸治 嶋崎一麿 稲葉雅一 斗澤健二 加藤英二

審判育成 荻原悠太（小田原） 高野修一
長井章

高橋哲平
鈴木  潤

鴨崎征臣 福田達夫 赤堀朝幸 桑島雅俊 荻原悠太

審判割当 髙橋哲平（浜） 大津美沙 髙橋哲平 鴨崎征臣 山田　聡 渡部  侃 矢口善博 渡邊哲朗

Ｔ　Ｏ 山田 聡(湘南) 山本由紀子
増田義人
中島定治

鴨崎征臣 山内世里香 佐藤拓也 金子壱紀 渡邊哲朗

ユース育成 木村 哲弥（北） 小泉明彦

菊地加代子
佐々木淳一

林  靖人
吉澤文彦

佐々木雄一朗 深澤　悟 木村哲弥 横田康弘 鳥居幸太

指導者育成 狩野 陽士（須） 下澤優介  塩見信彦 狩野陽士 肥留川香緒里
内谷達郎
大島恭文

横田康弘 鳥居幸太

普　及 御嶽 明弘（小） 阿久津匠 坂下俊一 宮出智幸 古賀　涼 齋藤豊 横田康弘 御嶽明弘

広　報 石田 友彦（浜） 松本 一朗 石田友彦 小嶋　彰 田辺一也 養田百合子 高橋俊徳 奥津　真

渉　外 田辺 一也（湘） 松本 一朗 井崎拓美 小嶋　彰 田辺一也 熊谷健児 高橋俊徳 奥津　真

県U12経理 坂本 浩之（小） 金山智和
天沼淳

新井晴惠
鈴木隆之 金澤康男 西田靖彦 中島正雄 坂本浩之

支部U12経理 坂本 浩之（小）
山室忠敏
長尾真介

今井浩三
上野知子
木村聡子
山元康史
天沼  淳

小酒部恭男 金澤康男
菊地加代子
高井和子
白石  厳

中島正雄 石川　篤

【専門委員会】 【各支部・地区マンツーマンディレクター】

常置委員会
マンツーマン

推進

石井守男・野上浩・
水野典之・井ヶ田
弘幸・田中啓文・
山岡忠

阿久津匠

菅澤隆浩
佐久間大介
奧山紀子

水野美須子

斉藤亮甫 古賀　涼
兒玉　博
齋藤　久
山口  正

土屋和四 奥津　真

倫　理
相談役・部会長・副
部会長

改革推進
相談役・部会長・副
部会長

県U12監査 7支部輪番
   仁平和昭
   溝垣康司

支部U12監査 副部会長

2022年度　一般社団法人神奈川県バスケットボール協会U12部会　役員

坂本 昌彦　都沢 繁夫
石井 恒夫  鵜飼 数夫

飯野 裕介（川）　星 雅博（浜）　遠藤 芳幸（須）　稲垣 ひろみ（湘）
兒玉 博（北）　土屋 和四（平）　奥津 稔（小）

事務局

競技運営

石井 守男　野上 浩　片寄 昌孝　水野 典之　井ヶ田弘幸

坂本 昌彦　　都沢 繁夫　　石井 恒夫　　鵜飼 数夫　　牧野 広良
石井 守男　　野上　 浩　　片寄 昌孝　　水野 典之　　井ヶ田弘幸

坂本 昌彦　　都沢 繁夫　　石井 恒夫　　鵜飼 数夫　　牧野 広良
石井 守男　　野上　浩　　 片寄 昌孝　　水野 典之　　井ヶ田弘幸

監　事

※　赤字は改選箇所

審　判

育成・普及

広報・渉外

財　務

臨時委員会
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