一般財団法人愛知県バスケットボール協会
2021 年度 第 5 回理事会議事録
【日

時】2021 年 12 月 14 日（火） 19：00～

【場

所】日本特殊陶業市民会館 第一会議室

【開催方法】対面会議
【出 席 者 】
＜理事＞川本睦副会長、門川浩人専務理事、石塚康裕常務理事、出原竜彦、桝岡直久、酒井康寿、糟谷愛、
鈴木慶光、金田武久、松藤貴秋、櫻田あけみ、毛受誉子
＜監事＞伊藤隆、井上友幸、山内俊幸
＜委員会委員長＞加藤昌樹（審判委員会）
、青木俊博（インテグリティ委員会）
＜アンダーカテゴリー＞大石敬治（U18 部会）
、坂野貴則（U15 部会）
、近藤淳司（U12 部会）
＜事務局長＞村松幸雄
【次
1.

第】

会議成立宣言〔出原理事〕
本日、理事 16 名の内 10 名(※会議成立宣言時)の理事が出席し、過半数を超えている為、定款 第 7 章 第 35
条に則り理事会が成立することを宣言した。

2.

副会長挨拶

3.

審議事項
① JBA 倫理規程の変更に伴う ABA 規程の一部改定について
JBA の倫理規定改訂(改定日：2021 年 11 月 18 日)に伴い、当協会の倫理規定についても一部改定を行
うことについて承認を求めた。
≪以上承認≫

② スポーツ団体ガバナンスコード＜一般スポーツ団体向け＞に係るセルフチェックシート・都道府県向け
ガバナンスコード(JBA 方針)内容策定について
スポーツ庁が公表している一般スポーツ団体向けガバナンスコードに関する内容について、GF 委員会に
て議論を重ね作成したセルフチェックシートと、都道府県向けガバナンスコード適合説明書を ABA 策定
のものとして JBA へ提出することへの承認を求めた。
≪以上承認≫
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③ GF 委員会の活動継続について

2021 年 12 月までの特別委員会として活動の承認を得ていたが、ガバナンスコードおよび、ABA 中期目標
の策定に入るため、2022 年 6 月末まで活動を延長することへの承認を求めた。
≪以上承認≫

④ 3×3 大会終了に伴う収支報告書の提出について
当協会が主催・主管して開催をした下記大会について、大会結果および・収支報告書を提出し、大会決済につい
ての承認を求めた。
[大会名]
10 月 16 日(土)開催 第８回 3x3 U18 日本選手権大会愛知県予選
【優勝】男子：名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U18 RED

女子：ATSUTA CARDINALS

11 月 21 日(日)開催 第７回 3x3 日本選手権大会愛知県予選
【優勝】男子：ORENGE ARROWS

女子：＃SICKS

(上記優勝チームを上位大会である中日本大会へ愛知県代表として推薦。すでに大会が行われた U18 について
は、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U18 RED が中日本大会を勝ち抜き、全国大会へ出場が決まっている。)
≪以上承認≫
⑤ 2021 年度選手育成指導者表彰の推薦について
U18 より上の世代で特に顕著な活躍をした選手の育成年代に携わった指導者に対して敬意を表するため
に設けられた JBA の表彰制度について、制度概要・推薦条件を読み上げ、それぞれのアンダーカテゴリ
ー部会議、DC 指導者からも意見を募り、条件に合致する 2 名の指導者を選出。JBA へ推薦することへ
の承認を求めた。
⑴ U15 カテゴリー指導者：鷲野 鋭久氏 弥富市立弥冨北中学校
育成選手：山本麻衣（WJBL トヨタ自動車）／佐古瑠美（元デンソー）

⑵ U18 カテゴリー指導者：常田 健氏

中部大学第一高等学校

育成選手：宇都直輝（B1 富山）／張本天傑（B1 名古屋）

≪以上承認≫
⑥ 愛知県スポーツ協会表彰者の推薦について
公益財団法人愛知県スポーツ協会より通知のあった表彰候補者の推薦依頼について、愛知県スポーツ協
会の表彰基準に則り選出した 16 名を県協会として推薦することへの承認を求めた。
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【功労賞】 『愛知県スポーツ協会表彰規程第 2 条（2）ア』による
鈴木慶光氏…愛知県バスケットボール協会 理事
矢倉直親氏…愛知県バスケットボール協会 理事
【スポーツ栄光賞】 オリンピック出場等/国際大会優秀成績者 (敬称略・順不同)
〔女子〕
髙田真希／赤穂ひまわり：デンソーアイリス
西岡里紗／根本葉瑠乃：三菱電機コアラーズ
東藤なな子：トヨタ紡織サンシャインラビッツ
三好南穂／長岡萌映子／馬瓜エブリン／馬瓜ステファニー／山本麻衣／永田萌絵：トヨタ自動車アンテ
ロープス
〔男子〕
張本天傑：名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
シェーファーアヴィ幸樹：シーホース三河
富永啓生：ネブラスカ大学
≪以上承認≫

⑦ D 級コーチ講習会の受講者合否について
2021 年 11 月 20 日(土)・21 日(日)に愛工大名電高等学校にて開催した JBA 公認 D 級コーチ養成講習会
において、受講者の名簿を提出。指導者養成部会として 59 名を合格とすることへの承認を求めた。
【補足】
JBA 公認Ｅ級およびＥ-2 級コーチ有資格者 42 人、JBA 公認Ｅ-1 級コーチ有資格者 18 人の計 60 人の受
講。内 1 名が全 8 セッションの内 2 セッションのみの受講となったため、次年度に繰り越しとなった。

≪以上承認≫
⑧ 審判委員会 B 級審査会(最終審査)合否について
2021 年 10 月 23 日(土)・24 日(日)に U18 主催 ALL AICHI 会場を使用して行った標記の審査会の
結果について、一次審査通過者 28 名の内、申し込みのあった 26 名の結果について名前とコメント
を記載した結果表を提出。審判部会として 24 名を合格とし、審判部会として愛知県の B 級審査会
合格者として JBA へ推薦することへの承認を求めた。
≪以上承認≫
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⑨ 審判委員会 講習会の開催について
審判委員会の主催の『2021 年度 ABA 審判委員会主催 第 6 回 B 級審判員更新講習会』について、 実施
要項と収支予算書を提出し、講習会開催の承認を求めた。
【講習会概要】
開催日：2022 年 1 月 9 日(日)
開催場所：千種スポーツセンター
受講資格：愛知県バスケットボール協会審判委員会所属の B 級審判員で更新用 e ラーニング修了者
又は、B 級審判員で３級インストラクター向け更新・新規 e ラーニング修了者
≪以上承認≫
⑩ U12 カテゴリーにおける移籍ルールの運用について

U12 部会における移籍・登録に関して JBA の移籍運用細則と相違がある点について及びミニ連か
らの経緯とその理由を説明。現状、愛知県 U12 部会と他県との間で移籍ルールが異なる為、部会内
で県内ルールの見直しを図り、来年度以降については移籍に関しては期限を設けずに通年認める
が、各大会出場資格の中で制限を設けることとしたことについて、承認を求めた。
※運用については来年度からとする
≪以上承認≫
⑪ 2022 年度の D-fund 大会申請について
以下の大会について JBA へ D-fund 申請することへの承認を求めた。
(U12・U14・U16) DC
(U12) 22 愛知県 U11 バスケットボール交流会
(U12) 第 46 回愛知県 U12 バスケットボール大会
(U12) 22 愛知県 U12 バスケットボール前期リーグ
(U12) 22 愛知県 U12 バスケットボール後期リーグ
(U12) 22 愛知県 U8&U10 バスケットボール交流会
(U15 中学) 2022 年度 愛知県中学生バスケットボール新人大会
(U15 中学) 2022 年度 U15 バスケットボール中学校 県リーグ/地区リーグ
(U15 中学) 2022 年度 U14 バスケットボール中学校 県リーグ/地区リーグ
(U15 中学)

U13（クラブ・B ユース）フレンドリーグ 2022

(U15 中学)

U15(クラブ・B ユース)バスケットボールリーグ戦 2022

(U15 中学)

第 12 回豊田通商カップ 第４回愛知県 U15 バスケットボール選手権大会 2022

(U18) 第 75 回全国高等学校バスケットボール選手権大会愛知県大会
(U18)

ALL AICHI CHAMPIONSHIP 2022）

(U18)

ABA U18 バスケットボールリーグ 2022-2023 シーズン
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(U18)

U18 ALL AICHI LEAGUE 2022）

(U18)

2022 年度 愛知県高等学校定時制通信制バスケットボール冬季大会

(社会人) 2022-2023 年度 愛知県社会人バスケットボールリーグ戦
(社会人) 第５回全日本社会人 O-40/O-50 バスケットボール選手権大会 愛知県予選
(社会人) 第 5 回全日本社会人バスケットボール選手権大会・愛知県予選
(社会人) 第 7７回愛知県バスケットボール選手権大会／社会人連盟予選
(都市協会) 第 2 回愛知県「都市対抗バスケットボール大会」
(都市協会) 第 77 回愛知県バスケットボール選手権大会
(都市協会) 愛知バスケットボールフェスティバル
(ABA) 第 9 回 3×3 U18 日本選手権大会愛知県予選
(ABA) 第 8 回 3×3 日本選手権大会愛知県予選
≪以上承認≫
⑫ 令和 4 年度 toto 申請事業について
独立行政法人日本スポーツ振興センターより来年度の toto 申請について募集通知があり、令和 4 年度に
ついては今年度同様、下記の 2 事業を申請することへの承認を求めた。
・第 77 回愛知県バスケットボール選手権大会
・愛知バスケットボールフェスティバル
≪以上承認≫
4．報告事項

5.

①

JBA 2021 年度の功労表彰者決定について

②

JBA 2022 年度の競技日程について

③

三重国体中止による今後の国体における選手枠及び出場枠について

④

大会開催申請の承認報告

⑤

各大会の結果報告

⑥

名義後援大会の大会終了報告

⑦

法人保険の使用報告

連絡事項
① 大会・事業の収支報告について
② 次回理事会について
③ 事務局の年末年始の休業日について

以上
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