
 

 

 

 

埼玉県バスケットボール協会 U12 部会 東部支部 

2022 年度 総会 

（2022 年 4 月 24 日 於：越谷市中央公民館） 

 

 

各担当報告資料 
 

改1改2



 

 

 

令和 3 年度 総会資料 運営担当 

運営（総務）担当 

 

文責 新井俊行 

 

2021 年度活動報告 

 

2021 年  4 月 埼玉県バスケットボール協会 U12 カテゴリー部会 東部支部チーム登録 

 5 月 東部支部総会運営 

 東部地区親善【ミニバスケットボール大会新人戦】支援 

  U11 大会東部支部運営支援 

 6 月 2021-2022 埼玉県協会 U12 部会公認協力 T シャツ販売補助 

 7-10 月 U12 秋季大会東部支部予選支援 

 10 月 2021-2022 埼玉県協会 U12 部会公認協力 T シャツ販売（秋バージョン）補助 

 11-12 月 U10 大会支援 

 11 月 U12 秋季大会（県大会） 総務業務・式典支援 

 12 月 U12 冬季大会敢闘賞賞状販売支援（途中・中止） 

2022 年 1-2 月 U12 冬季大会支援 

 2-3 月 東部支部 U11 大会支援（途中・中止） 

 

〇 理事会・役員会・その他会議の日程調整・会場確保・運営  

※蜜を避けるために正副 Web 会議等を実施 

 

2022 年度活動（予定） 

 

2022 年  4 月 埼玉県バスケットボール協会 U12 カテゴリー部会 東部支部チーム登録 

  東部地区総会運営 ※Web 会議での開催を予定 

 5 月 東部地区親善【ミニバスケットボール大会新人戦】支援 

 6 月  2022-2023 埼玉県協会 U12 部会公認協力 T シャツ販売補助 

 9-10 月 U12 秋季大会東部支部予選支援 

 10 月 2021-2022 埼玉県協会 U12 部会公認協力 T シャツ販売（秋バージョン）補助 

 11 月 U10 大会支援 

 11 月 U12 秋季大会・総務業務 式典支援 

 12 月 U12 冬季大会敢闘賞賞状販売支援 

2023 年 1-2 月 U12 冬季大会支援 

 2-3 月 東部支部 U11 大会支援 

  全国ミニバスケットバール大会運営 

 

〇 理事会・役員会・その他会議の日程調整・会場確保・運営 

※蜜を避けるために Web 会議等を検討 



東部支部競技担当 

文責         

 2021 年度活動報告/担当 佐藤 秀男 

2022 年度活動予定/担当 満留 俊介 

 

1. 2021 年度活動報告 

2021 年５月 ：第 37 回東部親善大会 実施 --形式を変えて開催 

7 月～10 月 ：U12 秋季リーグ東部支部大会（県大会予選の部・交流大会の部）実施 

--開催（2 次リーグのみ中止） 

10 月～12 月 ：U10 バスケットボール大会（フレッシュミニ大会）支援 --開催 

11 月  ：U12 バスケットボール大会（県大会）運営補助 --開催 

10 月～12 月 ：新人戦予備予選（プレ新人戦）実施 --開催 

2022 年１月 ：U12 冬季バスケットボルリーグ大会（選手権大会・交流大会）支援 

--開催、順位決め中止 

2～3 月 ：U11 新人リーグ東部支部大会 実施 --中止 

・中止事業がありますが、通年同様、大会運営を行いました。 

 

2. 2022 年度活動予定 

2022 年 5 月 ：第 38 回東部親善大会 実施 --形式を変えて開催予定 

日程未定 ：U12 秋季リーグ東部支部大会（県大会予選の部・交流大会の部）実施 

10 月～12 月 ：U10 バスケットボール大会（フレッシュミニ大会）支援 

11 月  ：U12 バスケットボール大会（県大会）運営補助  

10 月～12 月 ：新人戦予備予選（プレ新人戦）実施 

12 月～翌 1 月：U12 冬季バスケットボルリーグ大会（選手権大会・交流大会）支援 

2～3 月 ：U11 新人リーグ東部支部大会 実施 

・第 38 回東部親善大会の実施とスムーズな運営 

・その他各大会の決勝運営、会場確保（支部担当・支部副担当・総務担当と調整） 

 

3.連絡事項 

・試合会場の確保にご協力ください。特に「各大会の対戦考慮チーム（シードチーム）は､

試合会場の確保をお願いする可能性がありますので、予めご了解下さい。 

・大会に推薦されたチームは、必ず結果報告を行って下さい。 

① 東部支部推薦：東部支部 HP「ダウンロード」内、「招待試合結果報告書」に記載され 

ているメールアドレス宛に送付して下さい。 

② 県推薦  ：「派遣試合参加報告書」を事前に受け取り、報告書内に記載された 

指定の宛先に送付して下さい。 

 

以上 



広報担当 
文責 担当 浅井貞夫 

 

 

2021 年度 活動報告 

  

年間 HPの管理・更新作業/地区推薦は県大会の結果掲載 

 

4月 東部親善大会案内/東部親善大会開催について朝日・埼玉新聞社への報告・取材依頼 

 

5月 スポーツ少年団大会組合せ掲載 

 

6月 スポーツ少年団大会組結果掲載 

 

8月 県大会予選の組合せ掲載 

 

9月 県大会予選の結果掲載/朝日・埼玉新聞社への報告・取材依頼 

 

10月 （中止）県大会予選決勝の結果掲載/朝日・埼玉新聞社への結果報告 

 

2月 （中止）新人戦大会の結果掲載/朝日・埼玉新聞社への結果報告 

 

3月 東部親善大会の準備 

 

 

 

2022 年度 活動計画 

 

2022年度事業計画に沿って行っていきます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改1



メール配信システム《らくらく連絡網》について 

 

【登録時の注意】 

 

メンバー情報登録を入力する際、 

氏名欄には実名を、所属（学校・会社）欄にはチーム名を入力してください。 

 

【重要】 

☆各チーム 1名以上指導者の方がメール受信者として登録してください。 

☆緊急の連絡・重要な連絡を早期・確実に周知するためです。ご協力ください。 

☆男女のあるチームは、男子 1名以上・女子 1名以上の指導者が登録してください。 

☆去年登録された指導者の方は、今年再び登録する必要はありません。 

☆保護者の立場でメール受信者として登録された方は、アカウントを削除しても差し支えありません。 

 

 

【登録の方法】 

☆こちらの URLをご参照ください。 

   http://ra9.jp/guide/member_registration_emptymail 

☆らくらく連絡網に登録する空メールアドレスは『69491768@ra9.jp』です。 

☆《重要》メンバー情報登録を入力する際、 

氏名欄には実名を、所属（学校・会社）欄にはチーム名を入力してください。 

☆メンバー情報登録画面の下の方に「全国の厳選・好条件バイト満載！らくらくバイトへ同時登録」というの

があります。ここのチェックボックスのチェックを外してください。 

☆らくらく連絡網ご利用ガイド・らくらく連絡網スタートガイドもご活用ください。 

 

（ご利用ガイド）                （空メールＱＲコード） 

http://ra9.jp/guide/               69491768@ra9.jp 

                

《登録ガイド QRコード》 

http://ra9.jp/guide/member_registration_emptymail
http://ra9.jp/guide/


TO委員会 

 

1. 2021年度活動報告 

文責 担当 丸山 和徳 

 

• 東部支部内の大会運営 

東部親善大会、スポ少決勝、県大会予選決勝の運営 

• 埼玉県の運営の機材手配等 

• スコアシートの回収及びチェック 

• TOマニュアルの配布 

 

 

 

2. 2022度活動予定 

文責 担当 丸山 和徳 

 

• 東部親善大会のTO機材手配・設置等 

• 各大会でのスコアシートの回収及びチェック 

• 東部支部内の大会運営 

• 県の運営の機材手配等 

 

 

TO修正版



育成・NC担当 

                   文責  高岡 稔 

  

＊２０２１年度  活動報告 

4月  活動なし 

5月  U１２ＤＣスタッフ研修会 開催 

   6月  U１２トライアウト  実施 

   7月  U１２ＤＣ練習会   実施 

8月  U１２ＤＣ夏季交流会 中止 

9月  活動なし 

10月 U１２秋季大会県予選 ＭＣ派遣 

   U１２ＤＣ練習会   実施 

11月 U１２秋季県大会   ＭＣ派遣 

U１２ＤＣ練習会   実施 

U１２ＤＣ交流会   実施 

12月 活動なし 

1月  U１２冬季大会   ＭＣ派遣 

2月  活動なし 

3月  U１２ＤＣ冬季交流会 中止 

 

＊２０２２年度  活動計画 

5月  スタッフ研修会 

U１２ＤＣトライアウト 予定 

6月～7月 U１２ＤＣ練習会 

8月   U１２ＤＣ夏季交流会 

9月～10月 U１２ＤＣ練習会 

11月  U１２ＤＣ秋季交流会 

12月～2月 U１２ＤＣ練習会 

3月   U１２ＤＣ冬季交流会 

 

＊ＭＣは各大会要望に応じて派遣となる。 

                                                         



審判担当 

                         【文責】 
21 年度活動報告：担当 福田忠司 

2２年度活動報告：担当 江川重久 

 

 ２０２１年度 活動報告 

(1) 支部内審判運営等 

  ５月  ２０２０年度審判らくらく連絡網登録 

      東部親善大会、スポ少兼東部支部審判講習会 

  ６月  スポーツ少年団支部予選決勝 

  ７月  C 級希望者研修会、D 級希望者研修会、C 級・D級更新講習会 

  ８月  C 級希望者研修会、D 級希望者研修会、D 級更新講習会 

  ９月  秋季大会東部支部予選（決勝リーグ） 

  １０月 C 級希望者研修会、D 級希望者研修会 

  １１月 C 級希望者研修会、D 級希望者研修会、D 級更新講習会 

  １２月 C 級希望者研修会（審査会推薦者セレクト）、D 級希望者研修会 

      C 級・D級更新講習会 

  １月  D 級希望者研修会 

  ２月  D 級認定講習会 

  ３月  支部新人戦決勝 →中止 

  ・その他、練習ゲームを用いたミニ研修会運営や審判情報の連絡及び集約等 

   

(2) 支部外審判派遣等 

  ７月  スポーツ少年団県大会 

  ８月  DC夏季交流会 →中止 

  １１月 Ｕ１２秋季大会県大会、DC秋季交流会（女子） 

  １２月 Ｂ級審査会（該当者なし） 

  １月  Ｕ１２冬季大会 

  ３月  C 級認定講習会（審査会） → 延期 

  ・その他、カップ戦等の審判派遣 

 

(3) ライセンス昇格者 

① Ｂ級昇格者 なし 

② Ｃ級昇格者 認定講習会（審査会）は延期 ※認定講習会受講推薦者は３名 

③ Ｄ級昇格者 １３名（五十音順） 

        生島 健司（蓮田ロータス） 

        夛田 彰彦（荻島ガッツ） 

        大谷 裕也（越谷ウィンズ） 

        小川 徹（千間台ミニ） 

        越智 保（宮本シャインズ） 

        甲斐 弘一（大利根バスケット） 

        倉本 幸太（吉川ミニ） 

        小池 大（新栄バスケット） 

        瀬田 康晴（宮代ミニ） 

        鶴田 慎也（八潮ビクトリー） 

        福田 貴靖（新栄バスケット） 

        三好 寿和（大間野ボンバーズ） 

        森口 功造（草加高砂バスケット） 

 

 

 

 



 

 ２０２２年度 活動予定 

(1) 支部内審判運営等 

  ５月  ２０２２年度審判らくらく連絡網登録 

      東部親善大会、スポ少兼東部支部審判講習会 

  ６月  スポーツ少年団支部予選決勝 

  ９月  秋季大会東部支部予選決勝 

  ３月  支部新人戦決勝、D級認定講習会 

  ・C級希望者研修会（年数回：開催日は別途案内、審査会推薦者セレクトは 12 月を予定） 

  ・D級希望者研修会（年数回：開催日は別途案内、認定講習会は 2 月を予定） 

  ・女性審判講習会（開催日は別途案内） 

  ・その他、練習ゲームを用いたミニ研修会運営や審判情報の連絡及び集約等 

 

(2) 支部外審判派遣等 

  ７月  スポーツ少年団県大会 

  １１月 Ｕ１２秋季大会県大会 

  １２月 Ｂ級審査会 

  １月  Ｕ１２冬季大会 

  ３月  C 級認定講習会（審査会） 

  その他 DC 交流会関連やカップ戦等の審判派遣 

 

(3) ２０２２年度 委員会体制 

【委員長】江川重久（春日部） 

【副委員長】星達男（吉川）、福田忠司（越谷） 

【委員】 

 春日部・白岡・宮代：田代美和子、宇田川勇壱 

 久喜・羽生・蓮田 ：東海林仁、並木健太郎 

 加須・幸手・杉戸 ：折原義彦、小泉雅実 

 八 潮      ：小島二郎、鈴木大地 

 三郷・吉川・松伏 ：鈴木優美、安間胡桃 

 越 谷      ：佐藤晴彦 

 草 加      ：小泉恵、佐藤美和子、及川貴則、及川美沙希 

  

(4) その他連絡事項等 

① 審判ライセンスの登録有効期間は原則１年単位となります。 

  TeamJBAから今年度の登録手続を実施してください。 

 

② 審判ライセンスの更新講習について 

   今年度 C級・D 級・E 級の更新講習はありません（B 級以外の更新年度は奇数年度のため）。 

   B級は毎年更新となります。 

 

③ C 級・D級希望者（昇格）研修会について 

   2022年度の募集登録を 5月頃に TeamJBA で設定する予定です（詳細は別途案内）。 

 

④ 競技規則 2022の発行について 

   競技規則 2022改訂版が発行されました。一括発注受付などはありません。 

  購入希望者はオンライン販売（HMV）から各自で購入をお願いします。 

   ※JBA 公式HP グッズページ：http://www.japanbasketball.jp/goods/ 

 

以上 
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