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事業総括 

本会は、公益財団法人日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）のガバナンス強化の方針

に従い、平成２８年４月１日付で一般社団法人とし登記した。第４期目を迎えた令和元

年度（平成３１年度）は、過去３年間の経験を活かし無難に運営することができた。  

ＪＢＡは、平成２８年の諸改革に続き、平成３０年に諸改革第２段を打ち出した。本会

もこれに倣いいくつかの改革を実施した。この改革の一環として新たに誕生した「社会

人連盟」、「U18・U15・U12 カテゴリー部会」の活動は２年目を迎えたが、混乱するこ

となく活気溢れる事業活動が展開されている。また、この時の改革の大きな柱であった

各種連盟等の登録料の廃止により、会計を含む全て業務を本会が一元管理するようにな

った。この一元管理も２年目を迎えたが、混乱することなく進められている。これは、

各連盟・カテゴリーと事務局及び部会・委員会等の協力・連携がより強化されているた

めである。一元管理により全ての情報が事務局に集約されるようになり、本会としての

ガバナンス強化に大いに役立っているところである。一方で、集約される情報量が膨大

であり、情報処理に対する合理的仕組みの構築が求められている。 

2019 年度は、ＪＢＡの方針により、U12 カテゴリーと U15 カテゴリーの移籍申請の

事務処理を各都道府県協会が担うことになった。本会が扱った件数は、U12 カテゴリ

ーが 183 件、U15 カテゴリーが 99 件であった。 

 登録状況については、チーム加盟数が 2018 年 1,709 に対して 2019 年 1,503 と 206

チーム減、競技者登録数については 2018 年 33,038 人に対して 2019 年 25,518 人で

7,520 人減と大きく減少した。大きな要因は、U15 カテゴリーにおける登録減が主なも

のであった。U15 では、チーム加盟数 2018 年 758 に対して 2019 年 554 チームで 204

チーム減、競技者登録数 2018 年 16,265 人対して 2019 年 9,272 人の 6,993 人減となっ

ている。原因としては、U15 カテゴリーの競技環境の変更（リーグ戦の導入等）につ

いて様子見をした可能性がある。本会としては、U15 カテゴリー部会と連携して U15

競技環境の素晴らしさを発信し、より多くのチームと競技者の登録を促す努力が必要で

ある。 

 

 U15 カテゴリー部会では、「埼玉県 U15 リーグ」、「埼玉県 U14 リーグ」、「埼玉県 U15

選手権大会」の３つの新規事業を立ち上げた。U15・U14 リーグでは、県リーグと地区

リーグに階層を分けるなどして、多くの競技者がゲームに参加できる環境を構築するこ

とができた。併せて１チーム当たりの年間の試合数の増加にも大きく貢献することがで

きた。「埼玉県 U15 選手権大会」では、本会事業部と連携して、決勝戦を地元越谷アル

ファーズのホームゲームの前座試合として実施した。初めての試みであったが、Ｂリー

グの試合環境のなかで試合ができるなど、チーム・選手に貴重な体験を提供することが



できた。次年度は「全国 U15 バスケットボール選手権大会」の埼玉県予選会を兼ねる

ことになり、益々注目度がアップされている。 

 

 U12 カテゴリー部会では、支部再編に向けての準備が行われた。令和元年度は、U15

カテゴリーがこれまでの２５支部から東・西・南・北の４支部に再編されており、これ

を受けて U12 カテゴリー部会も同調すべく準備に取り掛かった。これが実現すると、

U18・U15・U12 の３つのカテゴリー全てが東・西・南・北の４支部に分かれ、育成セ

ンター（ＤＣ事業）をはじめとする諸事業が展開しやすくなるメリットがある。令和２

年度からの再編が決定した。一方で、スポーツ少年団は従来の５支部で運営することに

なっており、今後の調整が望まれている。これを受けて、U12 カテゴリー部会とスポ

ーツ少年団両者の代表による定期的打合せを持つことが確認され、支部再編を含む諸問

題について調整することになった。 

 

第 74 回国民体育大会（茨城県）については、少年種別の U16 導入とストレート出場

廃止の新方式が導入された年であった。ストレート出場廃止に伴う関東ブロックからの

出場枠拡大により、複数種別の本大会出場が大いに期待されたが、結果としては１種別

も本大会に進めず、課題を多く残した年であった。 

 

各種の全国大会に於いては、本会より多くのチームを派遣したが、天皇杯第 47 回日

本車いすバスケットボール選手権大会に於いて「埼玉ライオンズ」が準優勝した。 

 

 全国・関東クラスの事業として、次の事業が開催された。 

  第 2回全日本社会人O-40／O-50バスケットボール選手権大会 関東ブロック予選 

（深谷ビッグタートル） 

  第 49 回関東中学校バスケットボール大会 

（深谷ビッグタートル・桶川サンアリーナ） 

  第 95 回天皇杯・第 86 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） 

 

 年度終盤になり、新型コロナウィルス感染症拡大の兆しがあり、埼玉県やＪＢＡの防

止対策に従い、２月末～３月の本会の事業は延期または中止をした。本会としては、２

月２９日付で「新型コロナウィルス感染症拡大予防措置についてのお願い」を各チー

ム・競技者・審判・コーチ宛に発信し、事業の延期または中止を要請した。また、ＪＢ

Ａにおいても３月開催予定の全国大会３事業（社会人・U15・U12）を中止するととも

にいくつかの事業を延期した。 

 

 



事業報告 

１ 事務局 

（１） ＪＢＡ諸会議 報告 

① Ｕ１２カテゴリー全国部会長会議 

令和元年５月１１日（土）13：30～16：30 TKP 品川ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 

出席者：Ｕ１２カテゴリー部会長 

② 定時評議員会 

令和元年６月３０日（日）14：00～15：30 品川プリンスホテル 

出席者：専務理事 

③ 都道府県協会連絡会 

令和元年７月６日（土）13：30～17：30  TKP 東京駅日本橋ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 

出席者：専務理事 

④ 天皇杯・皇后杯説明会 

令和元年７月７日（土）14：00～19：30 TKP 東京駅日本橋ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 

出席者：競技運営担当理事、競技部長、事務局長 

⑤ 全国専務理事連絡会 

令和元年９月２８日（土）13：30～16：30 TKP 東京駅日本橋ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 

出席者：専務理事 

⑥ 関東Ｕ１５カテゴリー部会長・中体連専門委員長合同会議 

令和元年１０月１５日（火）18：00～20：00 ＪＢＡ会議室 

出席者：Ｕ１５カテゴリー部会長・中体連専門委員長 

⑦ Ｕ１２ブロック別連絡会議（関東・北信越エリア） 

令和元年１１月１０日（日）11：00～13：30 ＪＢＡ会議室 

出席者：Ｕ１２カテゴリー部会長 

⑧ 都道府県協会連絡会（関東・北信越エリア） 

令和元年１１月１０日（日）14：00～17：00 ＪＢＡ会議室 

出席者：管理運営担当理事、事務局長 

⑨ 全国指導者養成委員長会議 

令和元年１２月１４日（日）13：30～20：30 味の素ＮＴ 

１５日（日） 9：30～12：30 味の素ＮＴ 

出席者：指導者養成委員会副委員／山﨑 

⑩ 全国マンツーマンディレクター会議 

令和元年１２月１５日（日）13：00～16：30 味の素ＮＴＣ 

出席者：Ｕ１５／山崎 

⑪ 全国専務理事連絡会 

令和２年２月１５日（日）13：30～16：30 TKP 東京駅ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 

出席者：事務局長 



（２） 関東バスケットボール協会諸会議 報告 

① 合同会議 

令和元年６月８日（土） 

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 

令和元年７月６日（土）10：00～12：00 TKP 東京駅ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 

出席者：事務局長 

③ 会長・専務理事会議 

令和元年８月２４日（土）16：00～18：00 船橋グランドホテル 

出席者：会長、専務理事 

④ 専務理事会議・高体連専門委員長合同会議 

令和元年１２月２６日（木） 

出席者：専務理事、Ｕ１８カテゴリー部会長、同技術委員長 

⑤ 会長・専務理事会議・高体連専門委員長合同会議 

令和２年２月８日（土）15：00～18：00 ホテル談露館（甲府市） 

出席者：高体連専門委員長 

（３） オリンピック関係諸会議（ＪＢＡ・組織委員会関係） 報告 

① 競技ボランティア募集に関する打合せ 

令和元年６月１３日（木）18：00～20：00 さいたま新都心 ロイヤルホスト 

出席者：管理運営担当理事 

（４） オリンピック関係諸会議（埼玉県関係） 報告 

① 埼玉県専門委員会 

令和元年５月２１日（火）14：10～15：00 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５回総会 

令和元年５月３０日（木）14：00～15：30 埼玉会館小ホール 

出席者：専務理事 

③ 埼玉県専門委員会／気運醸成部会 

令和元年３月 書面開催 

出席者：事務局長 

④ 埼玉県推進委員会 第６回総会 

令和２年２月１０日（月）13：30～15：00 埼玉県県民健康センター 

出席者：専務理事 

（５） 天皇杯・皇后杯東京 2020 バスケットボール埼玉県実務連絡会 

① 令和元年６月１３日（木）10：30～12：00 さいたまスーパーアリーナ 

出席者：事務局長 

 



② 令和元年１１月１８日（月）16：00～17：15 さいたまスーパーアリーナ 

出席者：専務理事、管理運営担当理事、事務局長 

（６） ＳＢＡ主催会議（部会、委員会以外） 

① 埼玉ＢＢドリームカップ 2019 第１回実行委員会 

令和元年６月２６日（水）19：00～20：30 スポ総 出席数１１名 

② 天皇杯・皇后杯東日本大会準備委員会 

令和２年１月１７日（金）19：00～20：45 スポ総 出席数８名 

（７） イベント参加 

① スポーツフェアー２０１９ 

令和元年５月１２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：社会人連盟他１８名 

② オリンピック１年前イベント 

令和元年７月２０日（土）・７月２１日（日） イオンレイクタウン 

出席者：社会人連盟２名 

２ 総務部 

  ・役員選出、D-fund に関すること、中長期計画 

諸会議の準備、運営 

（１） 総会 

定時     令和元年 ５月１９日（日） さいたまスーパーアリーナ 

臨時     令和２年 ３月１５日（日） 書面会議 

（２） 理事会 

定例第一回  令和元年 ５月 ７日（火） スポーツ総合センター 

定例第二回  令和元年 ７月 ４日（木） スポーツ総合センター 

定例第三回  令和元年１０月２０日（日） スポーツ総合センター 

定例第四回  令和元年１２月 ８日（日） 大宮サンパレス 

定例第五回  令和２年 ３月 ８日（日） 書面会議 

３ 財務部 

  部会 令和元年１０月８日（火）18：00～20：00 スポ総 出席数６名 

  ・Ｄ-fund交付金 2020年度 予算（案） 

４ 渉外部 

  主な業務 

  ・埼玉ＢＢドリームカップ 2019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市大会の企画・運営及び広告協賛の獲得、グッズ販売 

  ・ＳＢＡオリジナルオフィシャルウェアの販売開始 

  ・物品販売としてその他、ボール、U12大会記念品、U15ＤＣ関連グッズを販売し 

た。 

  ・ホームページの更新 

  Ｂ２・Ｂ３リーグの報告  

   《参考》ホームゲーム観客動員数 2020/2/29現在 

 チーム名 ゲーム数 観客数 平均 リーグ 

越谷アルファーズ ２３ 17,668 768.2 Ｂ２ 

埼玉ブロンコス １９ 13,342 702.2 Ｂ３ 

   新型コロナウィルス感染拡大防止対策に従い３月からのゲームは中止 

５ 事業部 

  主な業務 

  ・埼玉ＢＢドリームカップ 2019の企画・運営 

  ・Ｗリーグ埼玉県春日部市大会の企画／運営 

  ・Ｂ３リーグ埼玉ブロンコス、越谷アルファーズホームゲームの協力、ゲームディ 

レクターの配置 

６ 競技部 

  天皇杯・皇后杯大会要項の作成・大会運営、2020年度事業計画表の作成 

  本会主催事業の報告 

（１） 一般の部 

① 日本スポーツマスターズ 2019ぎふ清流大会埼玉県予選会 

 参加チーム数：男子７・女子３ 合計１０チーム 

 大会結果：男子／川口クラブ、女子／ブルーインズ・レッツが優勝 

② 第７４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２３・女子１６ 合計３９チーム 

 大会結果：男子／Sea Monster、女子／共栄大学が優勝 

③ 埼玉県選手権大会 

 参加チーム数：男子７・女子７ 合計１４チーム 

 大会結果：男子／曙ブレーキ工業、女子／メディセオが優勝 

      上記２チームは２次ラウンド（東日本大会）に出場 

④ 埼玉県ゴールドマスターズバスケットボール大会 

 期日：令和元年９月１５日（日） 

 会場：北本体育センター 

 参加チーム数：男子４・女子８ 合計１２チーム 

⑤ 県民総合体育大会 一般の部 

 参加チーム数：男子２２・女子１４ 合計３６チーム 



 大会結果：男子／川口市Ａ、女子／秩父市が優勝 

⑥ ３x３オープン日本選手権大会埼玉県予選会 

 期日：令和２年１２月１５日 

 会場：草加市民体育館 

 参加チーム数：男子１２・女子４ 合計１６チーム 

 大会結果：男子／Shake Hands 女子／JUNKIES 花組が優勝 

⑦ コバトンカップ 

 参加チーム数：車いす／男子６・女子２ 合計８チーム 

        フレンドシップ／男子８・女子４ 合計１２チーム 

        ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ／男子８・女子７ 合計１５チーム 

 大会結果：車いす 男子／千葉ホークス、女子／ELFINが優勝 

      ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ 男子／彩の国レッドキング、女子／埼玉 FUTURES 

             が優勝 

⑧ 天皇杯 第４７回日本車いす選手権大会 

期日：令和元年５月１０日～１２日 

会場：武蔵野の森総合スポーツプラザ 

参加チーム：埼玉ライオンズ 

大会結果：準優勝 

（２） 社会人の部 

① オープンリーグ（前期・後期） 

期日：令和元年９月８日～令和２年３月２２日 

   ※令和元年１０月１３日は台風のため延期 

   ※令和２年３月１・１５・２２日は新型コロナウィルスの関係で中止 

会場：上尾運動公園体育館 他 

参加チーム：男子２６・女子１２ 合計３８チーム 

② Over age O-40・O-50リーグ 

期日：令和元年１０月１２日～令和２年２月１６日 

会場：草加市スポーツ健康都市記念体育館 他 

参加チーム：O-40 男子６・女子１２ 合計１８チーム 

      O-50 男子４・女子４  合計 ８チーム 

③ レディスリーグ 

期日：令和元年１１月２３日・令和２年３月８日 

   ※令和２年３月８日は新型コロナウィルスの関係で中止 

会場：狭山市民体育館 

参加チーム：１２チーム 

④ 第２回全日本社会人選手権大会埼玉県予選会 

期日：令和元年１１月２３日～１２月８日 



会場：上尾運動公園体育館 他 

参加チーム：男子１９・女子１３ 合計３２チーム 

大会結果：男子／Sea Monster、女子／SAITAMA P&Gが優勝 

⑤ 全日本社会人 Over age O-40・O-50選手権大会埼玉県予選会 

期日：平成３１年４月２９日・令和元年５月４日 

会場：狭山市民体育館 

参加チーム：O-40 男子６・女子１１ 合計１７チーム 

      O-50 男子３・女子５  合計 ８チーム 

 大会結果：O-40 男子／川口クラブ 女子／Biscuit２☆40sが優勝 

      O-50 男子／トリプルエス 女子／Biscuit２☆50sが優勝 

⑥ 社会人レディース交流大会埼玉県予選会 

期日：令和元年７月６日・１４日 

会場：吉見町民体育館・大里体育館 

参加チーム：１２チーム 

大会結果：鴻巣 HINAが優勝 

⑦ 第２回全日本社会人 O-40・O-50選手権大会 

期日：令和元年１１月２３日～２５日 

会場：宮城県仙台市カメイアリーナ・宮城野体育館 

大会結果：O-40 女子 ３位 Biscuit２☆40s 

           ベスト８ MATHERS.s 

     O-50 男子 ベスト８ トリプルエス 

        女子 ベスト８ Biscuit２☆50s 

⑧ 第２回全日本社会人地域リーグチャンピオンシップ 

期日：令和２年２月１５日～１８日 

会場：ジップアリーナ岡山・岡山市総合文化体育館 

大会結果：男子 ベスト８ 曙ブレーキ工業 

     女子 予選リーグ敗退 メディセオ 

⑨ 第２回全日本社会人選手権大会 

期日：令和２年３月２０日～２２日 

会場：スカイホール豊田 

出場チーム：ＳＡＩＴＡＭＡ Ｐ＆Ｃ 

※新型コロナウィルスの関係で中止 

（３） Ｕ１８ 

① 埼玉カップ 

期日：平成３１年４月６日・４月７日 

会場：上尾運動公園体育館 さいたま市立大宮北高等学校 

参加チーム数：男子１２チーム・女子９チーム 合計２１チーム 



② ウィンターカップ埼玉県予選会 

期日：支部予選 令和元年７月 

   県予選  令和元年９月７日・９月８日、１１月３日 

会場：各高等学校、深谷ビッグタートル、越谷市立総合体育館 

大会結果：男子／正智深谷高等学校、女子／埼玉栄高等学校が優勝 

③ Ｕ１８ ３x３日本選手権埼玉県予選会 

期日：令和元年９月１６日（月） 

会場：獨協埼玉高等学校 

参加チーム数：男子１６・女子１２ 合計２８チーム 

大会結果：男子／春日部Ａ、女子／KUKI Ａが優勝 

④ 四支部大会兼第７４回国民体育大会埼玉県予選会 

期日：令和２年２月１６日（日） 

会場：上尾運動公園体育館 

支部選抜チームによるトーナメント大会を実施 

⑤ インターハイ 

期日：令和元年７月２８日～８月２日 

会場：サンアリーナせんだい 他 

参加チーム：男子／正智深谷高校 女子／埼玉栄高校 

大会結果：男女両校共に１回戦敗退 

⑥ ウィンターカップ 

期日：令和元年１２月２３日～２９日 

会場：武蔵野の森総合スポーツプラザ、エスホリタアリーナ八王子 

参加チーム：男子／正智深谷高校 女子／埼玉栄高校 

大会結果：男女両校共に１回戦敗退 

（４） Ｕ１５ 

① U15 autumn round（埼玉県 U15リーグ） 

期日：令和元年９月１日（日）～１２月１日（日） 

会場：県内中学校他 

規模：全体で１部～６部の構成 

   県リーグ：１部～３部 地区リーグ４部～６部 

※地区リーグ：東・西・南・北の４地区で構成 各地区 4部～6部 

② U14 winter round（埼玉県 U14リーグ） 

期日：令和２年１月４日（土）～３月２９日（日） 

   ※２月末から３月は新型コロナウィルスの関係で中止 

会場：県内中学校他 

規模：U15リーグと同様 

③ U15 winter madness（埼玉県 U15選手権大会） 



期日：令和元年１１月１０日・１１月２４日・１２月７日・１２月８日 

会場：深谷ビッグタートル、越谷市立総合体育館 

参加チーム数：男子１２・女子１２チーム 合計２４チーム 

大会結果：男子／たんぽぽ、女子／HANABUSA FALCONS Ａ が優勝 

（５） Ｕ１２ 

① 志木カップ 

期日：平成３１年４月２７日・４月２８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 

埼玉県地区別新人大会の各地区代表チーム及び近県代表チーム 

② 埼玉県 U10バスケットボール大会（フレッシュミニバスケットボール大会） 

期日：令和元年１０月５日（土）～１２月８日（日） 

会場：県内各小学校他 

参加チーム数：県内５地区４８９チーム 

       小学校１年生～４年生で構成されたチーム 

③ 埼玉県 U12秋季大会地区予選会（５地区） 

予選リーグ上位チームによるトーナメントで県大会出場チーム決定する 

期日：令和元年９月～１０月 

会場：県内各小学校他 

参加チーム数：県内５地区４６２チーム 

④ 埼玉県 U12秋季大会 

期日：令和元年１１月２日・１１月３日・１１月４日・１１月１０日 

会場：本庄シルクドーム、春日部市民体育館 

参加チーム数：男子３２・女子３２ 合計６４チーム 

大会結果：男子／朝霞ユニオンズ、女子／大宮中川が優勝 

⑤ 埼玉県 U12冬季大会 

会長杯と理事長杯の２部構成 

会長杯は競技性を目的に、理事長杯は楽しみを目的とした大会に設定 

期日：令和２年１月１２日・１月１３日・１月１９日・１月２６日 

会場：県内各小学校他 

参加チーム数：県内５地区４４７チーム 

大会結果：会長杯の部 男子／朝霞フレンドリー 女子／大宮中川が優勝 

⑥ 埼玉県 U11地区別新人大会 

小学５年生以下の大会 

各地区の上位チームが志木カップに推薦される 

期日：令和２年２月～３月 

   ※３月は新型コロナウィルスの関係で中止 



会場：県内各小学校他 

参加チーム数：県内５地区４４８チーム 

７ 審判部 

  部会を３回開催（５月・８月・１２月） 

  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 12/15 

（３） 審判派遣 

県外派遣、県内各種大会へ派遣 

（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２回開催 7/3、10/10（流会）、1/9 

  ・第７４回国民体育大会の総括 

  ・第７５回国民体育大会監督の選考 

  ・2020 年度指定クラブの選考について 

  主な成績 

（１） 第７４回国民体育大会関東ブロック大会 

大会結果：成年男子 準決勝敗退 成年女子 １回戦敗退 

少年男子、少年女子は敗者復活戦で敗退 

９ Ｕ１８カテゴリー部会 

  高体連ＢＢ専門部常任委員会で諸事業の企画／運営 

10 Ｕ１５カテゴリー部会 

  各種事業の企画／運営（2020 リーグ戦、U１５選手権大会） 

  登録状況報告 

  【加盟数】】 

区  分 2018 年度 2019 年度 増 減 

中学校／男子 ３７６ ２４６ △１３０ 

中学校／女子 ３６７ ２３４ △１３３ 

クラブ／男子 ７ ３６ ２９ 

クラブ／女子 ８ ３８ ３０ 

合  計 ７５８ ５５４ △２０４ 

 



【競技者数】 

区  分 2018 年度 2019 年度 増 減 

中学校／男子 ９，２２４ ４，５３３ △４，６９１ 

中学校／女子 ６，８４５ ３，３４１ △３，５０４ 

クラブ／男子 １１８ ７２７ ６０９ 

クラブ／女子 ７８ ６７１ ５９３ 

合  計 １６，２６５ ９，２７２ △６，９９３ 

 

11 Ｕ１２カテゴリー部会 

  部会を５回開催 4/7、4/29、6/15、11/9、2/8、 

  各種事業の企画／運営、地区再編の検討、リーグ戦導入、移籍問題 

12 ユース育成委員会 

  委員会を８回開催 4/23、9/4、9/11、9/18、10/23、12/4、1/29、2/26 

  主な業務 

（１） U12、U13、U14、U15、U16 の諸事業の企画／運営 

（２） 2020 年度のＤＣ（育成センター）事業計画の立案 

13 選手選考委員会 

  委員会を１回開催 7/3 

  主な業務 

（１） 第７４回国民体育大会選手の選考 

14 スポーツ医科学委員会 

  委員増員計画の実施、体力測定の実施 

  各大会への救護医の派遣（ドリームカップ、Ｗリーグ）、コーチ講習会への講師派遣 

15 指導者育成委員会 

  委員会を１回開催 4/13 

  主な業務 

（１） ＪＢＡ公認Ｄ級コーチ養成講習会の企画／運営 

第１回 8/31・9/7  受講者数４０名 

第２回 11/30、12/1 受講者数６７名 

（２） ＪＢＡ公認Ｃ級コーチ養成講習会の企画／運営 

第１回 2/8、2/9、2/22 受講者数２２名 

（３） 指導者研修会 

【リフレッシュ研修会①】 

期日：令和元年６月２日 10：00～17：00 

会場：埼玉県県民活動センター 

講師：朔伊作、尾崎理恵、堀川昭子、小磯典子 

司会：中村光一 



タイトル：「育成年代のバスケットボール指導・男女の特徴に注目して」」 

       パネルディスカッション 

  参加数７２名 

【リフレッシュ研修会②】 

  期日：令和２年３月７日（土） 13：00～ 

  会場：埼玉県県民活動センター 

 講師：加藤三彦、小柳幸子 

  テーマ：「振り返り」 

  ※新型コロナウィルスの関係で延期 

16 規律委員会 

 特に事案なし 

17 裁定員会 

  委員会を１回開催 12/6 

 


