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一般財団法人愛知県バスケットボール協会 

2022年度（令和 4年度）第 4回理事会 議事録 
 

【日 時】2022年 9月 20日（火） 19：00～ 
【場  所】一般財団法人愛知県バスケットボール協会 事務局 
【開催方法】Web会議（Zoom使用） 
【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、酒井康寿常務理事、出原竜彦、桝岡直久、 
糟谷愛、八木雅彦、金田武久、櫻田あけみ、毛受誉子、齋藤智行   
＜監事＞ 
井上友幸 
＜委員会委員長＞ 
村上知訓（TO委員長）、加藤昌樹（インテグリティ委員長、障がい者バスケットボール委員長）、 
宇田津浩史（前広報委員長）、中根俊彦（審判委員長代理／審判委員会） 
＜アンダーカテゴリー＞ 

   大石敬治（指導者養成部会長、U18部会長）坂野貴則（U15部会長）、近藤淳司（U12部会長） 
＜事業部＞ 
佐々木貴之 
＜事務局＞ 
村松幸雄 
 

【次 第】 
1. 会議成立宣言〔総務委員会 出原委員長〕 

本日、理事 15名の内、（成立宣言時）計 9名の理事が出席し、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 基本規程の一部改定について〔事務局 村松幸雄事務局長〕 
JBAの倫理規定改定（改定日：2022年 7月 14日）に伴い、以下のABAの基本規定についても一部改訂

を行うことの承認を求めた 
▶【基本規程】第 2章 組織 – 第 8節 専門委員会〔第 58条（特別委員会）〕 
＜変更前＞ 
 本協会は、専門委員会の所管に属しない特定の案件を調査・審議するために、特に必要と認めた場合、

理事会の議決を得て、特別委員会を（原則として時限的に）置くことができる。 
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＜変更後＞ 
本協会は、特に必要と認めた場合、理事会の議決を得て、専門委員会の所管に属しない特定の案件を

所管するために、特別委員会を（原則として時限的に）置くことができる。 
 

≪以上承認≫ 
 

 
② 市町村協会の還付金払いについて〔事務局 村松幸雄事務局長〕 
―【添付資料】市町村協会還付金一覧 
 市町村協会の加盟チームに対する還付金一覧を提出し、承認を求めた。 

≪以上承認≫ 
 
 

③ 審判委員会主催 各講習会の開催について〔審判委員長代理／審判委員 中根俊彦〕 
審判委員会が主催する下記 7 つの講習会・交流会について実施要項・収支予算書を提出し、開催の承認

を求めた。 
 
⑫2022年度ABA審判委員会主催 D級取得講習会 
⑬2022年度U12主催B級更新講習会（実技） 
⑭2022年度U18主催B級更新講習会（実技） 
⑮2022年度ASB主催B級更新講習会（実技） 
⑯2022年度ABA審判委員会主催B級更新講習会（第三回）（フィットネス） 
⑰2022年度U15 主催B級更新講習会（実技） 
⑱2022年度ABA審判委員会主催女性審判交流会オープン向け（Web開催-3） 
 

≪以上承認≫ 
 

④ U13（クラブ・Bユース）フレンドリーグ 2022開催について 
〔競技会委員会 酒井委員長、総務委員会 出原総務委員長、事業部 佐々木貴之〕 

U15 部会が主管を務めるU13（クラブ・Bユース）フレンドリーリーグ 2022について大会要項・収支 
予算書を提出し、開催の承認を求めた。 

＜大会要項＞  
 主催：一般財団法人 愛知県バスケットボール協会 
 期日：第 1期 2022年 10月 2日（日） 
    第 2期 2022年 11月 25日（金）、12月 11日（日） 
    第 3期 2023年 1月 22日（日）、27日(金) 
    第 4期 2023年 2月 23日（木・祝） 
    第 5期 2023年 3月 21日（火・祝）、26日（日） 
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 目的：U13リーグを試験的に実施したい。 
13歳は部活動ではあまり活躍する場がない世代である。 
また、将来的にU13,14,15で分けてリーグ戦を実施するにあたり、中学校の部活動で年代別に 
分けると顧問の先生が不足するという問題があるため、クラブチームが先に試験的に実施となる。 

 
≪要項のコーチのライセンスをE級以上必須へ変更の上、承認≫ 

 
 

⑤ 事業部組織及び事業予算案について〔事業部 佐々木貴之〕 
 事業部名簿・事業予算書を提出し、2022年度の活動予算の承認を求めた。 

 
■事業部 

役職 氏名 
事業部長 門川 浩人 

スタッフ 

近藤 淳史 
佐々木 貴之 
佐藤 将之 
伊藤 牧子 
土屋 景子 
小川 実紀奈 

 
■事業予算書 
＜補足事項＞ 

- 協賛金 
昨年度と同様となる。協賛金の 10%を活動費用と考えている。 

  - 普及事業 
   ・3x3普及イベント： 
    高校生が気軽に楽しく参加できるイベントを開催する事業 
   ・U12普及事業（新規開拓） 
    新しくバスケットボールを始めるきっかけとなるイベントを開催する事業 
 

≪以上承認≫ 
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5. 報告事項 

⑴ 会長、副課長、専務及び常務理事の業務執行報告（2022年 4月～7月）  
⑵ JBA全国専務理事連絡会 報告    
⑶ 大会報告 －第 77回愛知県バスケットボール選手権大会 

（第 98回天皇杯・第 89回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会 愛知県代表決定戦） 
 大会の結果・天皇杯の愛知県代表を以下の通り報告した。 

  
 男子 女子 

優勝 中京大学 愛知学泉大学 
準優勝 名古屋学院大学 名古屋学院大学 
第 3位 ホシザキ 名古屋経済大学高蔵高等学校 

上記大会結果より、以下大会への代表が決定した。 
●天皇杯・皇后杯 1次ラウンド（9月 18日(土)・19日(日) 大阪府岸和田市）出場 
 ▶▶ 男子：中京大学  女子：名古屋学院大学  

※女子は 1位の愛知学泉大学が欠場の為、第 2位の名古屋学院大学が出場 
●東海総合チャンピオンシップ（11月 26日(土)・27日(日) 静岡県静岡市）出場 
 ▶▶ 男子：名古屋学院大学  女子：FOSSIL、名古屋経済大学高蔵高等学校 

 
⑷ 大会報告 －第 2回市町村対抗バスケットボール大会（8月 27日(土)、28日(日)） 

優勝 豊田市 
準優勝 刈谷市 
第 3位 安城市・名古屋市 

 
⑸ －①U15部会（中学校）｜U15中学校地区リーグ結果 

各大会結果を以下の通り報告した。 
●FRIENDSHIP LEAGUE（男子）優勝 
 名古屋地区｜Aリーグ：滝ノ水中学校  Bリーグ：若水中学校  Cリーグ：神の倉中学校 
●FRIENDSHIP LEAGUE（女子）優勝 
 名古屋地区｜Aリーグ：滝ノ水中学校  Bリーグ：扇台中学校  Cリーグ：大森中学校 
●NEXT LEAGUE（男子）優勝 
 名古屋地区 ｜Aリーグ：浄心中学校  Bリーグ：有松中学校  Cリーグ：有松中学校 
        Dリーグ：港南中学校  Eリーグ：楠中学校 
 西三河地区 ｜朝日丘中学校 
●NEXT LEAGUE（女子）優勝 
 名古屋地区 ｜Aリーグ：浄心中学校  Bリーグ：名塚中学校  Cリーグ：有松中学校 
        Dリーグ：八幡中学校 
 西三河地区 ｜葵中学校 
東西三河地区｜豊川南部中学校 
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※上記以外の地区(西尾張・愛日)に関しては、学校事情により大会縮小の傾向があり不参加となっている。 
 

(5) －②U15部会（中学校）｜U14バスケットボール中学校 地区リーグ 
  参加チーム募集は締め切り。参加チーム数は以下の通である。 
   

 NEXT LEAGUE FRIENDSHIP LEAGUE 
男子 63 24 
女子 52 30 

  
(5) －③U15部会（中学校）｜③2022年度愛知県中学生バスケットボール新人大会地区予選会 
(6) U15部会（クラブ・Bユース）－第 11回クラブバスケットボールゲームスについて 
(7) U18部会－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）について 

(8) 法人保険使用事案の発生報告 
 
 
7. その他 

(1) 8月 27日開催 インテグリティ講習会について 
(2) スカイホール豊田について 
(3) 出納帳提出について 
(4) 広報委員会について 

 
8． 連絡事項  

(1) 事務局員人事について 
(2) 次回理事会について 

       
 
 
 

             
 

以上 
 
 
 




