平成２９年度

事業報告

一般社団法人
埼玉県バスケットボール協会

平成２９年度

事業報告

事業総括
公益財団法人日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）は、ガバナンス強化の一環として
の都道府県協会の法人化を打ち出した。本会は、ＪＢＡの方針に基づき平成２８年４月
１日付で一般社団法人として登記した。法人１年目は手探り状態の運営であったが、平
成２９年度は１年目の経験を活かし、諸事業を運営することができた。年間を通して全
国大会優勝チームが４チーム（平成２８年度より１チーム増）、その内２連覇が３チー
ムと良い成績を残すことができた。
強化対策事業としては、国民体育大会成年男子チームの活躍が期待されたが、関東ブ
ロック代表決定戦で宿敵東京都に惜敗し、本大会出場を逃した。関東ブロック大会では、
少年女子が準決勝で敗退、少年男子は１回戦東京都に１点差で敗退するなど、残念なが
ら３種別全てで本大会への出場権を獲得できなかった。本大会のえひめ国体では、成年
女子がストレートで出場したが、２回戦で石川県に敗退した。
大学に於いては、大東文化大学男子チームが第６９回全日本大学バスケットボール選
手権大会で見事初優勝を飾った。
中学の部に於いては、春日部市立豊野中学校女子チームが、第４７回全国中学校バス
ケットボール大会で見事優勝、第４６回に続き２連覇を達成した。また、３月に開催さ
れた第３１回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会 2018 では、埼玉県女子選抜
チームがベスト８位に入賞した。
日本スポーツマスターズ２０１７兵庫大会では、男子埼玉Ａ（川口クラブ）と女子埼
玉Ａ（ブルーインズ・レッツ）が共に優勝を成し遂げた。男女ともに２年連続の優勝で
あった。
埼玉県は、シニア世代が継続的にスポーツを実施できる環境を構築するため「埼玉県
シニアスポーツ推進事業」を平成２８年度より立ち上げた。本会は、この事業と連携し、
平成２８年度より「埼玉県ゴールドマスターズバスケットボール大会」を開催している。
４０代、５０代、６０代の世代にそれぞれバスケットボールを楽しむ環境を提供するこ
とができた。これにより、シニア世代の競技環境がより一層の充実し、平成３０年度よ
りＪＢＡが新設する社会人「O-40／O-50」のシニアの大会に繋げることができた。
また、生涯スポーツ実現に向けて大きく貢献することができている。
全国・関東クラスの事業として、次の事業が展開された。
第９３回天皇杯・第８４回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会決勝ラウンド
（さいたまスーパーアリーナ）
事業報告
１ 事務局
（１） ＪＢＡ諸会議

報告

① 都道府県協会連絡会（関東エリア）

平成２９年５月２７日（土）10：00～13：15 ＪＢＡ会議室
出席者：専務理事、事務局長
② 評議員会
平成２９年６月２５日（日）15：00～16：30 品川プリンスホテル
出席者：専務理事
③ D-fund 説明会
平成２９年７月１６日（日）13：30～17：00

ﾌｸﾗｼｱ東京ｽﾃｰｼｮﾝ

出席者：名児耶、青砥、伍井、藤井、
④ 「育成センター」、「リーグ戦化」推進に伴う説明会
平成２９年９月３日（日）13：30～16：30

味の素ＮＴＣ大研修室

出席者：田口、祐木、立花
⑤ 全国専務理事連絡会
平成２９年９月２３日（土）13：30～15：30 新高輪プリンスホテル
出席者：専務理事
⑥ D-fund 事前打合せ
平成２９年１０月１０日（日）15：00～17：30 スポ総

３Ｆ応接室

出席者：専務理事、事務局長、管理運営担当理事
⑦ Ｕ１２・Ｕ１５カテゴリー準備部会長会議
平成２９年１１月１８日（土）13：30～15：30 （Ｕ１２）ＪＢＡ会議室
16：00～18：00 （Ｕ１５）

〃

出席者：専務理事、有賀、奥谷
⑧ 全国マンツーマンディレクター会議
平成２９年１２月９日（土）13：00～16：00
出席者：山崎、矢嶋、増田
⑨ 新登録管理システム概要説明会
平成２９年１２月１７日（日）14：00～16：00

TKP 東京駅日本橋ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ

出席者：事務局長、金子

⑩ Ｕ１８カテゴリー準備部会長会議
平成２９年１２月２６日（火）17：30～19：30

TKP 市ヶ谷ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ

出席者：佐藤
⑪ 新登録管理システム説明会
平成３０年２月３日（土）14：00～17：00 味の素ＮＴＣ大研修室
出席者：青砥、伍井、三枝、外尾、奥谷、内田、瀬賀、関、駒村、漆久保
⑫ 第２回全国専務理事連絡会
平成３０年２月４日（日）13：30～16：00 ＡＰ品川
出席者：専務理事
⑬ 東京オリンピック競技ボランティアに関する打合せ

会議室

平成３０年２月４日（日）17：00～19：00 品川プリンスホテル
出席者：専務理事、事務局長、管理運営担当理事
⑭ 臨時評議員会
平成２９年３月１８日（日）品川プリンスホテル
出席者：専務理事
（２） 関東バスケットボール協会諸会議

報告

① 合同会議
平成２９年６月１０日（土） 東京ベイ幕張ホール
出席者：専務理事
② 国民体育大会関東ブロック大会組合せ抽選会
平成２９年７月１日（土） ＪＢＡ会議室
出席者：専務理事
③ 専務理事会議
平成２９年８月１９日（土） 高崎ビューホテル
出席者：専務理事
④ 専務理事会議・合同会議
平成３０年２月１０日（土）16：00～18：00 チサンホテル宇都宮
出席者：専務理事、高体連専門委員長
（３） オリンピック関係諸会議（埼玉県関係）

報告

① 埼玉県専門員会
平成２９年４月２７日（木）14：00～15：00 知事公館

大会議室

出席者：事務局長
② 埼玉県推進委員会

第３回総会

平成２９年５月１９日（金）14：30～15：30 県民健康センター
出席者：事務局長
（４） 埼玉県協会主催会議（部会、委員会以外）

報告

① 社会人連盟準備部会
第４回

平成２９年４月２７日（月） 19：00～20：45 スポ総出席数４名

第５回

平成２９年５月３０日（火） 19：00～20：45 〃

出席数８名

第６回

平成２９年６月２７日（火） 19：00～20：45 〃

出席数７名

第７回

平成２９年７月２５日（火） 19：00～20：30 〃

出席数６名

第８回

平成２９年８月２９日（火） 19：00～20：45 〃

出席数７名

第９回

平成２９年９月２５日（月） 19：00～20：30 〃

出席数６名

第１０回

平成２９年１０月２７日（金）19：00～20：30 〃

出席数６名

第１１回

平成２９年１１月２８日（金）19：00～20：30 〃

出席数８名

② 社会人連盟設立総会
平成２９年１２月１０日（日）14：00～15：15 大宮サンパレス出席数２２名

③ 社会人連盟運営部会
第１回

平成３０年１月１１日（木）19：00～20：45 スポ総

出席数１２名

第２回

平成３０年２月

６日（火）19：00～20：30 〃

出席数

８名

第３回

平成３０年３月

６日（火）19：00～20：30 〃

出席数

９名

④ Ｕ１８カテゴリー準備部会
平成２９年１２月１日（金）14：00～16：00 スポ総
高体連ＢＢ専門部常任委員会にて
⑤ Ｕ１５カテゴリー準備部会
第１回

平成２９年１２月１日（月）19：00～20：40 スポ総

出席数８名

第２回

平成３０年１月１５日（月）19：00～20：45 〃

出席数９名

第３回

平成３０年２月１９日（月）19：00～20：45 〃

出席数８名

第４回

平成３０年３月１２日（月）19：00～20：45 〃

出席数９名

⑥ Ｕ１２カテゴリー準備部会
第１回

平成３０年１月１４日（日）18：00～20：15 スポ総

出席数８名

第２回

平成３０年２月１８日（日）18：00～19：30 〃

出席数９名

⑦ 埼玉ＢＢドリームカップ 2018 第１回実行委員会
平成３０年２月２４日（土）19：00～20：30 スポ総

出席数８名

（５） イベント参加
① スポーツフェアー２０１７
平成２９年５月１４日（日）スポーツ総合センター、武道館、ｱｲｽｱﾘｰﾅ
バスケットボール教室を実施
講

師：小磯

典子

参加者：上尾市内ミニバスケットボールチーム
バスケットボール体験教室（３x３他）
参加者：一般市民
協力団体：家庭婦人連盟１１名
２ 総務部
部会

平成２９年１１月２１日（火）19：00～20：30 スポ総

出席数５名

・D-fund に関すること、2018 年度以降の登録料、表彰、中長期計画、祝賀会
諸会議の準備、運営
（１） 総会
定時

平成２９年

５月２１日（日）

スポーツ総合センター

臨時

平成３０年

３月１７日（土）

さいたま市民会館うらわ

（２） 理事会
定例第一回

平成２９年 ５月

８日（日）

スポーツ総合センター

定例第二回

平成２９年

６日（木）

スポーツ総合センター

定例第三回

平成２９年１０月１５日（日）

スポーツ総合センター

７月

定例第四回

平成２９年１２月１０日（日）

大宮サンパレス

定例第五回

平成３０年

スポーツ総合センター

３月１１日（日）

３ 財務部
部会

平成２９年１１月２１日（火）19：00～20：30 スポ総

出席数２名

・D-fund に関すること、2018 年度以降の登録料
４ 渉外部
主な業務
・埼玉ＢＢドリームカップ 2017 の企画・運営及び広告協賛の獲得、グッズ販売
・Ｗリーグ埼玉県春日部大会・川越大会の企画・運営及び広告協賛の獲得、グッズ
販売
・Ｂ３リーグ埼玉ブロンコスの協力
ホームゲーム３４試合の観客動員数

27,266 人（１試合平均 801.9 人）

・Ｂ３リーグ大塚商会アルファーズとの交渉
2018-209 シーズンより「越谷アルファーズ」に改名し、越谷市をホームタウン
として活動することが確定した
・ホームページの更新
・物品販売
プログラム、Ｔシャツ、缶バッジ、うちわ、クリアファイル、出店料
県協会バッジ、ＪＢＡカレンダー
５ 事業部
主な業務
・埼玉ＢＢドリームカップ 2017 の企画・運営
・Ｗリーグ埼玉県春日部大会・川越大会（12/2・12/3 開催）の企画／運営
・Ｂ３リーグ埼玉ブロンコスホームゲームの協力
６ 競技部
天皇杯・皇后杯大会要項の作成・大会運営、平成３０年度事業計画表の作成
本会主催事業の報告
（１） 一般の部
第７２回国民体育大会成年の部埼玉県予選会
参加チーム数：男子３０・女子２１

合計５１チーム

大会結果：男子／Cappello、女子／共栄大学が優勝
埼玉県総合選手権大会
参加チーム数：男子１２・女子１０

合計２２チーム

大会結果：男子／埼玉ブロンコス、女子／埼玉栄高校が優勝
上記２チームは２次ラウンド（東日本大会）に出場
県民総合体育大会

一般の部

参加チーム数：男子２７・女子１７

合計４４チーム

大会結果：男子／川口市Ａ、女子／所沢市Ａ（女子）が優勝
３x３埼玉県選手権大会
参加チーム数：男子１０・女子２

合計１２チーム

大会結果：男子／赤桐クラブ、女子／Ｂ・JUNKES が優勝
上記２チームが日本選手権大会に出場
一般選手権大会
参加チーム数：男子３１・女子２０

合計５１チーム

大会結果：男子／大東文化大学、女子／ＮＡＶＹが優勝
（２） 高校の部
埼玉カップ
期日：平成２９年４月８日・９日
会場：上尾運動公園体育館

スポーツ総合センター

参加チーム数：男子１２チーム・女子９チーム

合計２１チーム

ウィンターカップ埼玉県予選会
平成２９年度より選手権大会として４支部予選の後県予選会を実施
支部予選

平成２９年７月

県予選

平成２９年９月９日・１０日、１０月１４日
会場：ウィングハット春日部、越谷市立総合体育館他

３x３Ｕ１８日本選手権埼玉県予選会
新規事業
期日：平成２９年１０月１日
会場：獨協埼玉高等学校
参加チーム数：男子１２・女子１２

合計２４チーム

第７２回国民体育大会埼玉県予選会
期日：平成３０年２月１８日
会場：上尾運動公園体育館
四支部選抜チームによるトーナメント大会を実施
（３） 中学の部
春季ジュニアバスケットボール大会
期日：平成２９年５月１３日・１４日・２１日
会場：上尾運動公園体育館他
秋季ジュニアバスケットボール大会
期日：平成２９年９月１７日・１８日
会場：上尾運動公園体育館他
（４） ミニバスケットボールの部
志木カップ
期日：平成２９年４月２９日・３０日

会場：志木市民体育館他
参加チーム数：男子１８・女子１８計３６チーム
埼玉県ミニバスケットボール大会
期日：平成２９年１１月３日・６日・１２日
会場：行田グリーンアリーナ他
参加チーム数：５４チーム
埼玉県ミニバスケットボールトーナメント大会
期日：平成３０年１月７日・８日・１４日・２１日・２８日
会場：ウィング・ハット春日部他
（５） シニアの部
埼玉県ゴールドマスターズバスケットボール大会
男子の部
期日：平成２９年１１月５日・２６日
会場：東松山南地区体育館、吉見町民体育館
参加チーム数：４０歳以上１０・５０歳以上５・６０歳以上４
合計１９チーム
女子の部
期日：９月３０日
会場：鴻巣市総合体育館
参加チーム数：５０歳以上１０チーム
埼玉県シニア大会
男子の部
上記、埼玉県ゴールドマスターズバスケットボール大会で実施
女子の部（シニアオープン大会）
期日：平成３０年２月１８日
会場：草加市スポーツ健康都市記念体育館
参加チーム数：２０
７ 審判部
部会を４回開催

5/20、9/18、12/17、3/10

主な業務
（１） 講習会
伝達講習会、指名強化講習会、女性審判講習会、県公認講習会を開催
（２） 審査会
ＪＢＡ公認Ｂ級審判審査会を開催
（３） 審判派遣
県外派遣、県内各種大会へ派遣

12/17

（４） ＴＯ
東京オリンピックに向けて、ＴＯチームの育成
Ｂ３リーグ及びＷリーグ県内大会、その他県内大会で実務研修を実施した
８ 男子強化部／女子強化部
部会を３回開催

7/5、10/13、1/10

・第７２回国民体育大会の総括
・第７３回国民体育大会監督の選考
・第７４回国民体育大会（茨城県）以降の変更点の確認及びその対応策について
・平成３０年度指定クラブの選考について
・平成３０年度強化対策事業（国体壮行試合）について
主な成績
（１） 第７２回国民体育大会関東ブロック大会
大会結果：成年男子、少年男女３種別

予選突破できず

（２） 第７２回国民体育大会えひめ国体
大会結果：成年女子ストレート出場

２回戦敗退

（３） 第３１回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会２０１８
大会結果：女子ベスト８
９ 育成部
10 エンデバー委員会
委員会を６回開催

5/10、7/12、9/6、11/9、11/23、1/17、3/13

主な業務
（１）U-12、U-13、U-14、U-15、U-18 の諸事業の企画／運営
（２）U-12、U-13、U-14 県指定選手の選考
（３）育成センター開設に向けた準備計画案の検討
11 選手選考委員会
委員会を３回開催

7/5、1/10

主な業務
（１） 第７２回国民体育大会選手の選考
（２） 都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会選手選考
（３） 世界へ羽ばたけ！埼玉のスポーツ人財飛翔事業強化指定選手の推薦者選考
12 ＡＴ委員会
体力測定の実施
スポーツ医科学委員会補足に向けての諸準備
13 指導者育成委員会
委員会を２回開催

5/28、3/24

主な業務
（１） ＪＢＡ公認Ｅ－２級コーチ養成講習会の企画／運営

6/10、7/8、10/29、11/19

４回開催

受講者数３３７名

（２） ＪＢＡ公認Ｅ－１級コーチ養成講習会の企画／運営
6/18・7/9、

２回開催

1/3・12/17 受講者数１８４名

（３） ＪＢＡ公認Ｄ級コーチ養成講習会の企画／運営
1/27、1/28、2/4、2/11、2/18、2/25 受講者数５２名
（４） 指導者研修会
埼玉県バスケットボールスポーツ指導者協議会との共催事業
【第１回】
期日：平成２９年５月２７日

10：00～17：00

会場：埼玉県県民活動センター
講師：堀川

昭子

氏（東京国際大学）

テーマ：「スポーツ選手の栄養と食事・勝てる体をつくる」
< 対話から学ぶスポーツ栄養学

>

【第２回】
期日：平成２９年９月３０日

15：00～18：00

会場：埼玉県立大宮光陵高等学校
講師：トーステン・ロイブル

氏

ＪＢＡ男子 U19／U16 日本代表ヘッドコーチ
テーマ：「勝利に導くためには何が必要か」

