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2022 年度 総務委員会 活動報告 

 

◆ 定期総会の開催 

1.（一社）神奈川県バスケットボール協会 U１２部会横浜支部北部地区の総会は、事

前のメール配信と４月１6日（土）にリモートにて開催し、採決を行いました。 

2.大人数でのリモート開催となりましたが問題なく議事進行し議案についても承認

されました。 

 

◆ 代表者会議の開催 

８月 7日（日）代表者会議 山内小学校にて 横浜市名簿配布 

1月 15日（日）卒業生大会抽選会・代表者会議 リモート 

 

リーグ戦、チャレンジカップ・フレンドシップカップ、卒業生大会の代表者会議や抽

選についても、メールにて大会要項の配信や周知、抽選については北部地区役員によ

る責任抽選や各チーム代表者による抽選を実施しました。 

・新人戦は大会が中止 

 

◆ 理事会の開催 

ZOOMを利用したリモート会議を開催し話し合いを重ねました。 

内容 各大会の開催や運営方法、会場確保について 

選抜選手選考基準や方法について など 

◆ 指導者研修会 インテグリティ講習会の開催 7月 24日(日) 都筑 SCにて 

◆ 表彰式の運営 

11月 6日（日）決勝大会予選（チャレンジ・フレンド）最終日  

新石川小学校にて開催 

表彰式の準備と運営。出場チームや選手紹介アナウンスの実施 

 

◆ 懇親会の開催 

新型コロナウイルス感染症拡大予防のため中止 

 

◆ 記念品の作成、フリースロー大会の開催 

卒業生大会の賞状やトロフィーなど作成  

卒業記念品はクリアファイルを作成 

フリースロー大会は中止 

 

◆ その他 

総会議案作成・理事会議事録の作成・ZOOM会議開催 

 



2022 年度 競技委員会 活動報告 

《2022年度 リーグ戦交流大会》 

日程： 新型コロナウィルス感染症拡大防止を図りながら、2022 年 5 月 3 日～2022 年 12

月 11日にかけて開催し、ほぼすべてのチームが 6試合以上を実施 

会場： 会場校多数のため、割愛させていただきます。 

会場提供にご協力いただきありがとうございます。 

 

《【U12部会事業】 県大会北部予選》【チャレンジカップ】【フレンドシップカップ】 

日程： 2022年 9月 19日～2022年 11月 6日 

会場： 潮田小学校、恩田小学校、小机小学校、篠原西小学校、新石川小学校、 

十日市場小学校 森の台小学校 

〈 結果 〉 ※  出場権獲得 

チャレンジカップ  男子：山内、東本郷、駒岡、中山、荏田南、すみれ、鉄 

    女子：榎が丘、山内、中山、東本郷、長津田第二、ラビッツ 

  

フレンドシップカップ  男子：十日市場、JAZZ 

   女子：十日市場、いぶき野、荏田南  

 

《第 41回 卒業生大会》 

日程： 2023年 1月 28日～2023年 2月 26日 

会場： 潮田小学校、恩田小学校、上星川小学校、鴨志田緑小学校、神大寺小学校、菊名小学校 

    小机小学校、篠原西小学校、新石川小学校、十日市場小学校、西寺尾第二小学校 

    森の台小学校、山下みどり台小学校 

〈結果〉 

男子：Aリーグ 優勝：山内  準優勝：荏田西  Bリーグ 優勝：荏田南 準優勝：中山 

    Cリーグ 優勝：駒岡  準優勝：新吉田  Dリーグ 優勝：東本郷 準優勝：森の台 

     決勝トーナメント 優勝：山内  準優勝：中山 

 

女子：Eリーグ 優勝：榎が丘 準優勝：JAZZ   Fリーグ 優勝：東本郷 準優勝：十日市場 

   Gリーグ 優勝：中山  準優勝：篠原   Hリーグ 優勝：山内   準優勝：長津田第二 

     決勝トーナメント 優勝：山内  準優勝：榎が丘 

 

《第 37回 新人戦》 

※卒業生大会充実化のため新人戦は実施せず、次年度以降、開催時期を移行 

 



2022 年度 審判委員会 活動報告 

 

《研修会》 

第 1回  

日時・会場  4月 16日（土） 13:00～17:00（二部制） 都筑スポーツセンター   

対象         各チーム選手・指導者  男子 29チーム、女子 32チーム 

内容       Ｔ・Ｏ研修会    

第 2回     

日時・会場  4月 23日（土） 受付 18:15   開始 18:30  小机小学校  

対象         帯同審判員・希望者  89名  

内容         ケーススタディ   

第 3回     

日時・会場  5月 22日（日） 男女 2部制   9:15～16:00 神大寺小学校      

対象         公認審判員・強化審判員 12名 

内容         選抜選考会を使用しての研修  

第 4回     

日時・会場  8月下旬     映像資料による研修 映像配信 

対象         帯同審判員・希望者  

内容         ケーススタディ 

第 5回     

日時・会場  9月下旬       新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

対象         指名審判員   

内容         秋季大会最終日を使用しての研修 

第 6回     

日時・会場  1月下旬       新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

対象         帯同審判員・希望者 

内容         ケーススタディ 

第 7回     

日時・会場  2月 26日       開催予定 

対象         指名審判員   

内容         卒業生大会最終日を使用しての研修 

第 8回     

日時・会場  3月上旬       新人戦未実施のため中止 

対象         指名審判員   

内容         新人戦最終日を使用しての研修 

 

 

 



2022 年度 技術委員会 活動報告 

 

１ 選手育成活動 

   ➀5月 22日 北部地区育成選手選考会 横浜市立神大寺小学校にて 

 県登録しているチームの 6年生で、各チームの指導者から 

推薦された選手が参加。（各チーム最低 1名） 

男子 24名 女子 25名を選出  

   ②6月 18日 第一回練習会 横浜市立菊名小学校にて 

 ➀で選出された者＋①に学校行事・コロナ関連で 

欠席だった者が参加。 

男子 3名を追加選出・A/Bチームへの振り分けを決定 

   ③7月 15日 第二回練習会 横浜市立牛久保小学校にて Aチーム対象 

   ④8月 5日 第三回練習会     〃 

   ⑤8月 14日 神奈川県 U12DC地区交流会 

           場 所  ひらつかサン・ライフアリーナ 

           対象者  Ａチーム男女各 12名 

           内 容  神奈川県各ブロック選抜チームでの交歓試合 

           結 果  男子 北部 31-32北相東  北部 48-26湘南 

                女子 北部 26-52北相東  北部 35-41湘南 

   ⑥10月 2日 北部・川崎地区育成交流会  

           場 所  横浜市立新石川小学校 

           対象者  Bチーム男女計 25名 

           内 容  クリニック・交流試合 

   ⑦12月 9日 第四回練習会 横浜市立牛久保小学校にて フェスティバル出場選手 

           ⑤より Bから男女各 3名を Aへ繰り上げて 15名ずつを決定 

   ⑧12月 18日 横浜バスケットボールフェスティバル 

           場 所  横浜武道館 

           対象者  男女各 15名 

           内 容  横浜市各地区間での交歓試合 

           結 果  男子 北部 49-48西部  女子 北部 38-53西部 

   ⑨2月 4日 北部・川崎地区育成交流会 

     場 所  横浜国際プール 

     対象者  年間の育成活動および北部大会内での功績を鑑みて 

          選出された男女各 12名 

     内 容  ビーコル VS千葉ジェッツのエキシビションゲーム 

     結 果  男子 北部 28-26川崎  女子 北部 28-31 川崎 

 

   

 



   

●神奈川県Ｕ12 育成センター（DC）への選手推薦 

 

   県 DC参加選手  平川大夢（山内④） 西田翔真（山内⑩） 牟田獅（駒岡④） 

           半田陽菜乃（榎が丘④） 三橋花凛（中山④） 

 

   地区優秀選手  西田翔真（山内⑩）  半田陽菜乃（榎が丘④） 

 

   県ベスト 5（U12部門） 平川大夢・西田翔真・牟田獅 / 半田陽菜乃 

 

 

 

 

２ 指導者育成サポート 

  ➀マンツーマン推進 （マンツーマン規則の周知・徹底  コミッショナー割り当て） 

  ②指導者ライセンスの集約 

     

 

３ その他  

① 県 DC事業への参加  担当：林 

第一回講習会 2022年 12月 10日 

第二回講習会 2023年 2月 12日 

県 DC交流会 2023年 3月 21日 

  

  ②マンツーマンディレクター活動  担当：奥山 

             県ディレクター会議 2022年 7月 1日 

             県大会コミッショナー参加及び北部内への割り当て連絡 

   

  ③横浜協会強化技術委員会 担当；南本 

             横浜バスケットボールフェスティバル 準備・運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022 年度 広報委員会 活動報告 

 

 

前・後期リーグ戦、決勝大会の各対戦表および結果の配信と HP掲載 

 

神奈川県バスケットボール協会 U-12部会 横浜支部会員名簿の集配信および原稿の校正。 

神奈川県バスケットボール協会 U-12 部会 横浜支部・北部地区会員名簿の集配信および原

稿の校正。 

上記、名簿代金の集金。 

 

 

その他 

神奈川県バスケットボール協会 U-12 部会 横浜支部会からの連絡情報を各チームへメール

転送。 

神奈川県バスケットボール協会 U-12 部会 横浜支部・北部地区からの連絡情報を各チーム

へメール転送。 

 

 

ホームページの刷新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2023 年度 総務委員会 活動計画（案） 

 

◆ 定期総会の開催 

４月１日北部地区の定期総会新人戦の抽選会を予定  

山内地区センター 18：00～ 

 

◆ 代表者会議の開催 

・大会開催前に代表者会議を開催して大会要項の説明、抽選を行います。 

リーグ戦 大会要項の説明 

北部地区秋季大会 兼 横浜決勝大会予選 代表者会議 8月 

卒業生大会・新人戦 代表者会議 １２月 

   責任抽選の在り方について公開にて行います。 

 

◆ 理事会の開催 

代表者会議の準備、選抜選手の選考のために理事会を開催します。 

 

◆ 表彰式の運営 

大会最終日に開催される表彰式の準備と運営 

出場チームや選手紹介アナウンスの実施 

 

◆ 懇親会の開催 

前期リーグ戦終了後、年度末などに感染症予防も考慮しつつ保護者、指導者、他チー

ムとの交流を目的とした懇親会の開催を目指します。 

 

◆ 記念品の作成、フリースロー大会の開催 

卒業記念品の作成とフリースロー大会を実施します。 

 

◆ その他 

総会議案作成・理事会議事録の作成・ZOOM会議開催 

 

 

《 総務委員会として 》 

総務委員会内での仕事の役割分担についても随時話し合い、 

IT化も考慮しながら個々の負担を減らすとともに一人一人がきちんと責任をもって 

活動していけるよう努めていきます。 

社会情勢と照らし合わせながら適切な大会運営を目指していきます。 

 

 

 



 

2023 年度 競技委員会 活動計画(案) 

 

《第 37回 新人戦》 

日程 ：2023年 4月 15日(土)～2023年 5月 5日(金・祝)の土・日・祝日 

 

《2023年度 前期リーグ戦交流大会》 

日程 ：2023年 5月 3日(水・祝)～2023年 7月 2日(日)の土・日・祝日 

備考 ：新人戦の進行状況を考慮し、可能チームより 5/3から実施します 

 

《【U12部会事業】 県大会北部予選》【チャレンジカップ】【フレンドシップカップ】 

日程 ：2023年 9月 2日(土)～2023年 11月 5日(日) 

備考 ：11月 5日(日)までに大会を終了すること。 

     チャレンジカップ参加チームは指導者ライセンス D級が必須 

 

《2023年度 後期リーグ戦交流大会》 

日程 ：2023年 10月 8日(日)～2024年 2月 25日(日)の土・日・祝日 

備考 ：川崎地区と 3試合の交流戦を実施。 

     県大会北部予選の進行状況を考慮し、可能チームより順次実施します 

 

《第 41回 卒業生大会》 

日程 ：2024年 1月 27日(土)～2024年 3月 3日(日)の土・日・祝日 

 

● 上記すべての大会において考慮される学校行事は、下記の行事のみとします。 

 

   修学旅行、運動会(予備日含む)、5年の宿泊行事のみとなります。 

 

 （学校行事考慮校は 1校のみとなりますが、横浜市への登録と北部地区への登録は 

同一校である必要はありません。 

  北部地区で登録いただいた考慮校は北部地区内の大会において行事を考慮します。） 

 

 

 



2023 年度 審判委員会 活動計画（案） 

 

１． 研修会 

第 1回 

日時・会場   4月 2日（日） 9:00～13:00（二部制） 青葉スポーツセンター   

対象          各チーム選手・指導者   

内容         Ｔ・Ｏ研修会 

第 2回     

日時・会場   4月 8日（土） 受付 18:15   開始 18:30  小机小学校  

対象         帯同審判員・希望者    

内容         ケーススタディ 

第 3回     

日時・会場   5月上旬        未定 

対象         指名審判員  

内容         新人戦最終日を使用しての研修  

第 4回     

日時・会場   5月下旬 

対象         公認審判員・強化審判員 

内容         育成トライアウトを使用しての研修 

第 5回     

日時・会場   7月上旬       未定 

対象         希望者   

内容         初心者研修会 

第 6回     

日時・会場   8月下旬       未定 

対象         帯同審判員・希望者  

内容         ケーススタディ 

第 7回     

日時・会場   11月上旬        未定 

対象         指名審判員   

内容        チャレンジカップ、フレンドシップカップの最終日を使用しての研修 

第 8回     

日時・会場   1月下旬       未定 

対象         帯同審判員・希望者 

内容         ケーススタディ 

第 9回     

日時・会場   2月下旬        未定 

対象         指名審判員   

内容         卒業生大会最終日を使用しての研修 



 

※未定になっている研修会につきましては、開催の有無が分かり次第、ご連絡いたします。 

 

 

 

２． JBA 公認審判員 

 

  Ａ級審判員  山岡 忠 

Ｂ級審判員  稲垣 吏絵・中島 定治・津島 周平・榛澤 直行 

  Ｃ級審判員  井上 麻佐美 ◆細井 貴裕 

  Ｄ級審判員  舘沼 健太・児島 綾乃・蜂屋 二郎・亀田 勝已・鈴木 駿輔 

   

                         

（◆2022年度 新規公認） 

  

３． 北部地区強化審判員 

 

・ 中筋 真路 

・ 川田 明宏 

・ 関本 晋也 

・ 荒川 健太郎 

・ 西條 慎吾 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2023 年度 普及・育成委員会 活動計画(案) 

 

１． 選手育成活動・・・年間を通して北部の選手の育成・向上を図る 

 

  ●育成計画 

 

   １ トライアウト 時 期 5月末～6月 

対 象 年間を通して、北部地区育成選手として練習会等に 

    参加し、スキルの向上を図る意欲のある者 

・北部内の JBA登録している 6年生による自己推薦 

 ・普及・育成委員会による推薦者 

男女各 25名程度を選出 

 

２ 練習会    ➀で選出された者を対象に年間数回の練習会を実施 

 

   ３ 県・市の育成事業への参加 

① 横浜市 U12DC地区交流会 2023年 7月上旬 

会場・詳細 未定 

② 神奈川県 U12DC地区交流会  2023年 8月 13日（日） 

会場：ひらつかサン・ライフアリーナ  

参加者：北部地区育成選手 男女各 12名ずつ 

③ 横浜バスケットボールフェスティバル 2023 年 12 月 17 日（日） 

会場：横浜武道館 

参加者：北部地区育成選手 男女各 15名ずつ 

④ その他（B.LEAGUEエキシビション等を利用した交流戦など） 

 

   ４ 北部・川崎地区育成交流会 

           両地区育成選手による練習会 or交歓試合 

           年 2回程度を予定 

   

 

  ●神奈川県Ｕ12育成センター（DC）への選手推薦 

 

   県 DC参加選手・地区優秀選手 等の選出 

 

 ＊北部育成選手について・・・ 

  今年度より育成選手の皆さんにはチームとは別にスポーツ保険に加入して頂きます。 

  育成事業活動中の怪我については、こちらにて対応させて頂きますのでご了承下さい。 

 



 

２． 指導者育成サポート・・・北部地区の指導者が共に向上できる働きかけ 

 

  役割 ➀マンツーマン推進 ・マンツーマン・ディレクターとして県や市との 

                 情報共有 

               ・コミッショナー割り当て 

     ②指導者ライセンスの集約 

     ③指導者向け講習等の実施や、情報の提供 

 

 

３．その他 

 

  ●キッズ交歓大会の企画・開催   

●招待試合へのチーム推薦窓口 

  ●横浜協会 強化技術委員活動への参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2023 年度 広報委員会 活動計画(案) 

 

１ リーグ戦・決勝大会・卒業生大会の予定および結果のメール配信 

 

   →正確に、迅速に。各委員会との連絡・確認を密に行う。 

   →情報伝達のスピードアップ、「横浜市北部ミニバスケットボール連盟ホームページ」

の運営及び管理。 

   →メール配信を利用し、加盟チーム、指導者への大会情報及び連絡情報の提供。 

   →ホームページおよびメール配信による情報の管理を強化。 

 

２ 会員名簿の集配信および原稿の校正 

 

  ・横浜市部 会員名簿の集配信 

  ・神奈川県バスケットボール協会 U-12部会 会員名簿の集配信 

  ※2022年度より名簿代金は振込方式に変更させて頂いています。 

   振込手数料は各チームご負担となる事をご了承下さい。 

 

３ 横浜北部支部の活動の情宣 

 

   →広報活動の活発化のため、「横浜支部・北部地区ミニバスケットボール連盟ホーム

ページ」を活用し、連盟活動紹介および大会の成績、その他 

 

４ 大会運営円滑化のための情報提供 

 

    文書作成配布、メーリングリストとともに、「横浜支部・北部地区ミニバスケット

ボール連盟ホームページ」を使って、 

事前告知を徹底することで会場使用等の注意を促し、トラブル防止とマナー向上の 

啓蒙に努める。 

 

   

参考資料＞http://yokohamahokubu.yokohama/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://yokohamahokubu.yokohama/


 

 

 



 

役職・役割 氏名 チーム

1 　池崎　則明

2 　副会長 　会長補佐 　中村　安伸 　霧が丘

3 　　〃 　青木　一泰 　山内

4 　海老原　寿佳 　菊名

5 　ブロック代表・理事長補佐 　藤木　甲奈 　榎が丘

6 　審判委員会担当 　山岡　忠 　東本郷

7 　普及・育成委員会担当 　奥山　紀子 　菊名

8 　競技委員会担当 　蓬原　正伸 　十日市場

9 　理事 　総務委員長　 　小林　禎 　片倉

10 　　〃 　総務副委員長　 　名渡山　茂 　中山

11 　　〃 　総務副委員長　 　北野　絢美 　いぶき野

12 　総務委員 　稲垣　敦子 　すみれ

13 　　〃 　中川　平 　西寺尾第二

14 　　〃 　細谷　悠史 　六角橋ﾌｫﾙﾃｨｯｼﾓ

15 　　〃 　山本　彩花 　山内

16 　　〃 　内山　貴央 　横浜山田

17 　　〃 　関　佑一郎 　もえぎ野

18 　　〃 　影山　憲仁 　荏田南

19 　理事 　競技委員長 　池田  憲彦 　田奈

20 　　〃 　競技副委員長 　椎屋  英二 　森の台

21 　　〃 　競技副委員長 　長澤　元 　篠原

22 　競技委員 　吉田　稔 　新吉田

23 　　〃 　亀田　勝己 　いぶき野

24 　　〃 　岸　等 　師岡

25 　　〃 　小池　龍一郎 　谷本

26 　理事 　審判委員長 　中島　定治 　長津田第二

27 　　〃 　審判副委員長 　舘沼　健太 　JAZZ

28 　　〃 　審判副委員長 　津島　周平 　山内

29 　　〃 　審判副委員長 　榛澤　直行 　駒岡

30 　審判委員 　稲垣　吏絵 　榎が丘

31 　　〃 　井上　麻佐美 　長津田第二

32 　　〃 　蜂屋　二郎 　すみれ

33 　　〃 　細井　貴裕 　鉄

34 　　〃 　中筋　真路 　谷本

35 　理事 　普及・育成委員長 　結城　みゆき 　すみれ

36 　　〃 　普及・育成副委員長 　南本　和宏 　片倉

37 　　〃 　普及・育成副委員長 　佐藤　有香 　YAMASHITA

38 　普及・育成委員 　上野　秋雄 　山田

39 　　〃 　林　靖人 　三ッ沢

40 　　〃 　横溝　直樹 　鉄

41 　　〃 　早川　美悠 　鉄

42 　理事 　広報委員長 　平塚　智 　レッズ宮前

43 　　〃 　広報副委員長 　横山　雄介 　二谷

44 　広報委員 　佐藤　憲明 　荏田西

45 　理事 　財務委員長 　木村　聡子 　山内

46 　　〃 　財務副委員長 　西ヶ谷　桂子 　菊名

47 　　〃 　財務副委員長 　安野　暢宏 　鴨志田緑

48 　財務委員 　中村　康子 　北部地区所属

49 　　〃 　加藤　幸博 　駒岡

50 　　〃 　鮒子田　順一 　森の台

51 　　〃 　木村　乃絵 　師岡

52 　　〃 　赤沼　誉典 　鴨志田緑

53 　　〃 　中山　敬介 　羽沢南

54 　保護者会代表 　酒向　信司 　篠原

55 　会計監査 　前保護者会代表 　前田　尚浩 　鉄

56 　保護者会代表 　酒向　信司 　篠原

　保護者会

　会長

　　〃

　　〃

　理事長

　副理事長

　　〃

財
　
務

広
　
報

2023年度　横浜支部北部地区 　役員・理事・委員（案） 

総
　
務

競
　
技

審
　
判

普
及
・
育
成

役員名

　　〃

　　〃



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北部地区役割 氏名 チーム

1 　理事長 　海老原　寿佳 　菊名

2 　副理事長 　藤木　甲奈 　榎が丘

3 　総務委員長 　小林　禎 　片倉

3 　競技副委員長 　長澤　元 　篠原

4 　　〃 　椎屋　英二 　森の台

5 　審判委員長 　中島　定治 　長津田第二

6 　審判副委員長 　津島　周平 　山内

7 　　〃 　榛澤　直行 　駒岡

8 　副理事長 　奥山　紀子 　菊名

9 　普及・育成委員長 　結城　みゆき 　すみれ

10 　普及・育成副委員長 　佐藤　有香 　YAMASHITA

11 　広報委員長 　平塚　智 　レッズ宮前

12 　総務副委員長 　名渡山　茂 　中山

13 　財務委員長 　木村　聡子 　山内

14 　財務副委員長 　西ヶ谷　桂子 　菊名

15 　保護者会代表・会計監査 　酒向　信司 　篠原

2023年度　横浜支部　役員・理事・委員（案）　（北部地区関係者を抜粋）

　会計監査

　広報副委員長

　財務委員

　渉外普及委員

　　〃

　　〃

　副理事長

　北部地区代表

　普及・育成委員

横浜支部・県U12部会役割

　　〃

　総務委員

　審判委員

　　〃

　　〃

　競技委員

　　〃


