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 令和４（2022）年度 第 2 回理事会 Web 会議 
 

日 時  令和 4 年 8 月２４日（水） 18 時 00～19 時 20 

会 場  Web 会議 

出 席  議席数確認  理事総数 ３9 名   本日の出席理事数 ２８ 名 

（基本規定 第１９条 理事会の定足数等） 

監事総数  ２名   本日の出席監事数  ２ 名 

 

1 会長挨拶 

本日は、皆様大変お忙しいところとは存じますが、本理事会にご参加いただき誠に有難うござ

います。何かと先行きの見通しづらい毎日が続いておりますが、私どもも少しずつウィズコロナ

時代の行動様式に慣れてきたような気がします。「3 年ぶりの」や「行動制限の無い」が枕詞と

なり、各種イベントが開催された今年の夏は、皆様方も大忙しであったであろうと拝察いたしま

す。日ごろのご支援と併せて、深く感謝を申し上げる次第です。 

さて、先月から続く第 7 波は、未だ感染収束には至らず、まだまだ影響を受けるであろうこと

と容易に想像できますが、「少子化の急速な進展」や「学校現場の働き方改革推進」に伴う、新

たな課題も待ったなしで突きつけられております。これまでの「枠組み」や「慣行」を一度リセ

ットするくらいの覚悟が必要かも知れません。 

引き続き、皆様のお知恵を拝借しながら、遅滞なく協会業務を進めていけるよう、お力添えの

ほどよろしくお願いいたします。 

それでは、今年度 2 回目の理事会となります。慎重審議、かつスムーズに議事が進行しますよ

う、ご協力のほどよろしくお願い申し上げ、挨拶とさせていただきます。 
 

2 議事  議長：会長（定款：第 32 条） 

第１号議案  基本規程の一部改訂に関する件（若山常務理事） 
 

▶第 82 条の〔県内競技会の主催〕について、U18 カテゴリー及び U12 カテゴリーにおいて、

実情に合わせたかたちでの変更が生じたので加除修正を行った。 

▶対比表の現行欄、②関東ミニバスケットボール大会千葉県予選会の削除について、改正案欄

に記すべきである。（大島副会長） 
 

【承認】 
 

第２号議案  千葉県スポーツ協会表彰の候補者推薦に関する件（渡邉常務理事） 
 

▶（公財）千葉県スポーツ協会より、今年度の候補者推薦依頼があり各部会及び各連盟に展開 

したところ、U15 部会から「本橋俊哉」氏を推薦したいとの申し出があった。氏の略歴と推 

薦理由は資料記載のとおりである。令和 4 年度功労章候補者として推薦したい。 

【承認】 
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第３号議案  新規正会員の承認に関する件（若山常務理事） 
 

▶定款第 8 条（入会）に基づき、新規入会申し込みのあった 4 名についてお諮りしたい。 

  ①柏市バスケットボール協会 事務局長 「池田 誠」 様 

  ②成田市バスケットボール協会 会長 「伊藤 昌志」 様 

  ③U12 カテゴリー部会 副部会長 「岩沢 利夫」 様 

  ④U12 カテゴリー部会 東総支部長 「溝田 哲寛」 様 
 
【承認】 

 

3 専務理事より報告及び連絡事項 

 ⑴ 三井不動産 CUP のチケット販売精算書について 

   ▶6 月 18 日・19 日にポートアリーナで開催された「三井不動産カップ 2022（千葉大会）」 

のチケット販売精算書（162,400 円）が JBA から送られてきた。様々な方面からの協力に 

対し感謝している。引き続き、このような（国際強化試合）イベントが企画された際には協 

力をお願いしたい。 

 ⑵ ガバナンスコードに係る講習会等の実施について 

  ▶アンダーカテゴリーの活動に際し、インテグリティの精神に反する事案が JBA の相談窓口及

び CBA 事務局に複数届いている。ガバナンスコードの策定に伴い、この問題について TMI

総合法律事務所（顧問弁護士）と相談しながら、各カテゴリーに講習会等の計画を進めてい

きたい。 

 

4 各委員会より報告連絡（各委員会委員長） 
  

⑴ 総務委員会（佐藤：総務委員長） 

 ▶特になし。引き続き協力をお願いしたい。 

⑵ 財務委員会（石川：財務委員長） 

   ▶各連盟の決算書提出に協力をお願いしたい。また、前回も通知した役員会費の納入について協力をお

願いしたい。 理事：5 名 社員：9 名 ※振り込みの場合、手数料は自己負担となる。 

⑶ 競技会委員会（金杉：競技会委員長） 

▶7 月に国体選考会と天皇杯・皇后杯千葉県代表決定戦を実施した。コロナ禍ではあったが無事に終了 

することができた。 

⑷ 審判委員会（中嶽：審判委員長） 

   ▶ライセンス講習については、各連盟・カテゴリーの協力のもと順調に進んでいる。 

   ▶A 級審査の 2 次審査に 3 名が残っている。昇格を目指して頑張っている。 

   ▶専務理事報告であったインテグリティの向上について、審判委員会としても取り組んでいきたい。 

⑸ TO 委員会（稲垣：TO 委員長） 

 ▶TO マニュアル・TO 主任マニュアルの普及を進めている。講習会での協力もお願いしたい。 

⑹ 3X3 委員会（黒田：3X3 委員長）※資料提示のみ 

 ▶8 月 21 日㈰開催の第 16 回 CBACUP（U12）と令和 4 年度第 9 回 U18 ３Ｘ３日本選手権 

 大会千葉県予選会の結果報告が示された。※総じて好評とのこと。 
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⑺ 競技力向上委員会（稲野邉：競技力向上委員長） 

▶国体関東ブロック大会において、少年男子、少年女子及び成年女子の３種別が栃木国体への 

出場権を得た。※栃木国体バスケットボール競技は１０月２日㈪よりスタート。 

⑻ 普及育成委員会（佐藤：普及育成委員長） 

欠席 

⑼ 指導者養成委員会（飯沼：指導者養成委員長） 

▶C 級・D 級の講習会をそれぞれ予定している。よろしくお願いしたい。 

⑽ 広報委員会（大網：広報委員長） 

   ▶協会 HP の問い合わせフォームに不具合が生じている。当座の代替案として Google フォームへの 

切り替えが可能である。各連盟・委員会のリクエストがあれば対応するので連絡して欲しい。 

  ▶Google フォームへの移行が望ましいと考える。（大野専務理事） 

⑾ 登録管理委員会（須賀：登録管理委員長） 

欠席 

⑿ スポーツ医科学委員会（蟹沢：スポーツ医科学委員長） 

  ▶指導者を対象に７月末までアンケートを実施し、約４００件の回答が得られた。今後、この

アンケート結果を報告するとともに、得られた情報を参考にして具体的な取り組みを検討し

ていきたい。 

⒀ アンダーカテゴリー委員会（若山：アンダーカテゴリー委員長） 

▶各カテゴリーの活動が進むにつれ、インテグリティの精神に反する事案発生の報告が増加し

ている。先日、全ての指導者に向けて注意喚起のメールを発信したところだが、今後は JBA

でも推進している「セーフガーディングポリシー」に沿って、多様化するあらゆる危害から

関係者を保護するため、他者をリスペクトする心を広く浸透させていきたい。 

 

5 各部会より報告連絡（各部会長） 

⑴ U12 部会（大橋：U12 部会長） 

  ▶TOMIURA さざなみ大会千葉県予選会は実施することができたが、感染急拡大の影響を受け、 

残念ながら本大会は中止となった。 

  ▶関東近県の招待試合などは行われていたので、そちらに参加したチームもあろうかと思う。 

▶3x3 委員会の報告でもあったが、今年は参加チームが増加したようである。経験さえすれば 

興味を持つ子供たちも増えると思うので、積極的に進めていきたい。 

  ▶夏季休業が明けると各地区で秋季大会が始まる。審判講習会や TO 講習会の開催を進めると 

ともに、インテグリティ精神の啓発に努めていきたい。 

⑵ U15 部会（山口：U15 部会長） 

▶6 月の中学生選手権大会は県協会からの支援により、TV 放映や立派な表彰物を頂戴するなど、無事 

盛会のうちに終了することができた。男子の優勝チーム（レオビスタ）と準優勝チーム（PBA）がともにク 

ラブチームとなり、この傾向は今後も加速していくのではないかと考える。これからもクラブとの融合を前向き 

に進めていきたい。 

▶8 月に CHIBA BEx 杯夏季リーグをジュニアウインターカップの予選会として実施した。こちらも盛会のうち 

に終了し、2 次ラウンド進出チームも決定したが、大会期間中にインテグリティの精神に反する事案が発生
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した。県全体として未然防止に向けた取り組みに協力していきたい。 

▶8 月末に県 DC のトライアウトを行う予定である。コロナ禍での制約はあるものの、可能な 

限り全体で協力しながら事業を進めていきたい。 

⑶ U18 部会（相田：U18 部会長） 

  ▶U17 千葉県バスケットボールリーグ戦が 8 月 27 日㈯より開幕する。8 月中のゲームに関し 

ては保護者応援を制約するが、10 月開催分については感染状況を踏まえて検討する。 

  ▶今年度の関東ブロックリーグは、インターハイ出場チームの男子市立船橋と女子千葉経済 

大附属が参戦する。 

  ▶今年度から始まる U18 世代のトップリーグへは昭和学院が参戦する。 

  ▶第 1 回千葉県 U18 バスケットボール選手権大会については、県協会並びに千葉 BEx からの 

支援を受け、酷暑の中ではあったが無事終了した。 

  ▶国民体育大会関東ブロック大会の結果については、競技力向上委員会からの報告のとおりで

ある。 

6 各連盟より報告連絡（各連盟理事長／担当理事） 

⑴ 中学校体育連盟（大戸：中学校体育連盟委員長） 

  ▶第 76 回千葉県中学校総合体育大会は 7 月 28 日㈭・29 日㈮・30 日㈯の 3 日間、八千代市

市民体育館において有観客で実施した。男子優勝の千葉市立真砂中学校、準優勝の八千代松

陰中学校、女子優勝の昭和学院中学校、準優勝の船橋市立七林中学校が本県代表として関東

大会へ出場した。 

  ▶第 52 回関東中学校バスケットボール大会は 8 月 8 日㈪・9 日㈫・10 日㈬の 3 日間、東京

都駒沢オリンピック公園体育館・屋内球技場で行われたが、本県代表チームは残念ながら

１・2 回戦で敗退した。引き続き、競技力の向上に努めていきたい。 

  ▶この後の県内競技会と、今後本県開催となる関東大会は以下のとおり。 

   競技会：第 53 回千葉県中学校新人体育大会 

   日 程：令和 4 年 11 月６日㈰・12 日㈯・13 日㈰ 

   開催地：富山ふれあいスポーツセンター他（南房総市） 

   競技会：第 54 回関東中学校バスケットボール大会 

   日 程：令和６年８月７日㈬・８日㈭・９日㈮（調整中） 

   開催地：船橋アリーナ（調整中） 

  ▶インテグリティの啓発については、各支部ごとに講習会を計画していく予定である。 

⑵ 高等学校体育連盟（佐藤：高等学校体育連盟委員長） 

 ▶6 月 18 日㈯・19 日㈰・21 日㈫・26 日㈰の延べ 4 日間で県総合体育大会を実施した。 

  男子優勝の市立船橋と女子優勝の千葉経済大附属が全国総体に出場した。 

 ▶全国総体は 7 月 25 日㈪から香川県高松市・善通寺市及び丸亀市で開催され、本県代表の 2

チームは市立船橋が 2 回戦で広島皆見に敗れ、千葉経済大附属は３回戦で八雲学園に敗れた。 

  ▶ウインターカップ予選については、8 月 7 日㈬までに男女とも 1 次ラウンドが終了しベスト

16 が出揃った。コロナ感染により 10 チーム超の辞退があったことが残念である。2 次ラウ

ンドは、9 月 10 日㈯から女子のベスト 16 を皮切りに 11 月 19 日㈰の男女決勝へと続く。 

   引き続き､協力をお願いしたい。 

  ▶各競技会における観客の制限については以下のとおりであるが、他連盟や各カテゴリーとの

判断の差異に苦慮している。 
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   〈県総合体育大会〉 

    3 年生の保護者のみ各家庭 1 名（県立学校が会場の場合） 

3 年生の保護者のみ各家庭２名（八千代市民体育館） 

※完全入れ替え制で実施 

   〈ウインターカップ 1 次ラウンド〉 

    無観客。 

    ※動画撮影のための保護者を、1 チーム 2 名まで許可した。 

   〈ウインターカップ 1 次ラウンド〉 

    現在検討中。 

  ▶現在、専門部では部員数不足による合同チームでの地区予選会参加を認めているが、現行の 

レギュレーションでは上位大会に進めない。時世を鑑み、見直しを検討しなければならない 

と認識している。 

⑶ 専門学校連盟 

欠席 

⑷ 学生連盟（川北：学生連盟理事長） 

  ▶7 月に男女の県内リーグが開催された。コロナ禍にあってすべての大学が参加したわけでは 

ないが、久しぶりの競技会ということで盛会の運びとなった。秋のリーグは、是非すべての 

大学が参加できるよう働きかけたいと思う。 

  ▶関東学生リーグは既にスタートしている。今年は通常どおりのかたちでリーグ戦が行われる 

予定である。 

⑸ 社会人連盟（石原：社会人連盟理事長） 

  ▶今後の競技会予定は以下のとおり。 

   競技会：第 5 回全日本社会人バスケットボール選手権大会関東ブロック千葉県予選会 

   日 程：令和 4 年８月 27 日㈯・２８日㈰、9 月 1０日㈯ 

   会 場：富里市社会体育館 

   競技会：第 4 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大会 

   日 程：令和４年９月 17 日㈯・18 日㈰ 

   会 場：小瀬公園体育館・緑が丘公園体育館 

   代 表：ハンプティ ダンプティ（O-40 女子） 

       ＳＬＭＵ〔ステラマグナス〕（O-40 男子） 

       ＢＲＯＮＣＯＳ・ＳＥＮＩＯＲ〔ブロンコス・シニア〕（O-50 男子） 

競技会：第 2 回日本社会人バスケットボールＯＡフレンドリー大会 

   〈ＯＡ-Ｆ40 女子〉 

   日 程：令和４年 10 月 22 日㈯・23 日㈰ 

   会 場：福島県立あづま総合体育館・国体記念体育館 

   代 表：Ｆ.Ｍ.Ｂ.Ｃ 

   〈ＯＡ-Ｆ50 女子〉 

   日 程：令和４年 10 月 22 日㈯・23 日㈰ 

   会 場：ジップアリーナ岡山 

   代 表：船橋ペパーミント 
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   〈ＯＡ-Ｆ60 女子〉 

   日 程：令和４年 11 月５日㈯・６日㈰ 

   会 場：リージョンプラザ上越・上越市総合体育館 

   代 表：松戸レディース 

  ▶日本社会人バスケットボール連盟主催事業で、以下の 2 事業が千葉県開催となっている。 

   多方面での協力をお願いしたい。 

競技会：第３回日本社会人バスケットボールＯＡフレンドリー大会 O-40 女子 

   日 程：令和５年 10 月７日㈯・８日㈰（調整中） 

競技会：第 7 回全日本社会人バスケットボール選手権大会関東ブロック大会 

   日 程：令和６年 11 月～12 月上旬 

  ▶7 月 31 日㈰に今年度第 1 回理事会を、8 月 18 日㈭に総会を Zoom にて実施した。全チー

ムの参加を得て、少しずつではあるが登録数も増えてきている。 

⑹ トップリーグ（佐藤：トップリーグ担当理事） 

  ▶千葉ジェッツは新体制で B1 の頂点を狙う。アルティーリ千葉も B2 に昇格して参戦してい

く。引き続き、応援をお願いしたい。（代理発言：大野専務理事） 
 

7 市協会より現状報告（鈴木：安房郡市代表／金坂：長生郡市代表） 

  ▶少しずつではあるが競技会が開催されるようになってきている。（代理発言：大野専務理事） 
 

8 その他 事務局からの連絡事項等 

▶アンダーカテゴリーの試合中における、指導者の不適切な言動に対するクレームが、このと 

ころ CBA 事務局に多く寄せられている。インテグリティの精神に反する行為については、 

ルールに則りすべてのゲームで適切に対応して欲しい。子どもたちの安心と安全が担保され、 

楽しくバケットボールに取り組める環境を大人たちが保障しなければならない。 

（大野専務理事） 

  ▶来年度は県協会役員の任期満了に伴う役員等選任の年となる。次の第 3 回理事会（12/17） 

には、理事の員数案や次期役員選任までのスケジールを示せるよう、執行役員会で進めてい 

きたい。（大野専務理事） 

   ▶Ｄ-fund の対象となっている事業が終了した団体は、速やかに収支報告書・活動報告書の提出をお願 

いしたい。学校施設等を利用した場合の会計書類の遅延は考慮するが、JBA では事業終了後 1 か月 

以内と定めている。（若山常務理事） 

 

※この後、4 月より一家転住で千葉県を離れた 中島弘幸 理事（元審判委員長）より挨拶があった。 

 

 

 

 

 

次回：【第３回理事会】 12 月 17 日㈯ 18:00  「ポートプラザちば」 


