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理事会議事録 

 

開催日時  令和３年７月１５日 午後１９時００分 

開催場所  後楽鹿島ビル６階 事務局  

出席理事    １３名 （理事総数１８名） 

  代表理事  八木 陽子  小西 道雄 

  理  事  岩本 純一  渡辺  篤  田中 武夫  田中  宏   

    森茂 達雄  島田 永秀  髙山 和徳  森田  優   

    岩﨑  謙  小嶋 隆司  柴田 雅貴   

出席委員長 ３名    福田 博文  川村 明彦  山崎 正晴 

出席監事  １名 （監事総数２名）  

品田 奥義  

議  題 

一、 決議事項 

第１号議案  国体関東ブロック大会 スタッフ・選手承認の件 

第２号議案  委員会 委員承認の件 

第３号議案  第 97 回天皇杯、第 88 回皇后杯全日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会東京都予選要項 

   承認の件 

第４号議案  2021 年度東京都青年大会要項承認の件 

第５号議案  第 2 回東京都 U15 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会兼第 2 回全国 U15 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権 

   大会東京都予選承認の件 

第６号議案  第 8 回 3x3 U18 日本選手権東京都予選大会要項承認の件 

一、 報告事項 

第１号報告  専務理事報告 

   ・関東協会報告 ・トップリーグ連絡会報告 

第２号報告  各委員会報告 

第３号報告  各連盟報告 

 

議事の経過の要領及びその結果 

 定款の規定により田中武夫常務理事が副議長となり、本日の出席理事数を上記の通り報告し、法令及び定

款に定める定足数を満たしているので本理事会は適法に成立した旨を述べ、開会を宣し、直ちに議事に入 

る。 

 

一、 決議事項 

第１号議案 国体関東ブロック大会 スタッフ・選手承認の件 【資料 1】 

 議長は、本議案を上程し、国体関東ブロック大会スタッフ・選手承認の件について審議承認を求め 

 た。 

 山崎強化育成委員長より、資料 1 に基づき詳細なる説明の後、品田監事より成年女子選手の参加資格 
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 について指摘があり、改めて参加資格を確認することになった。議長は、本議案のうち、成年女子を 

 除く 3 種別の可否について議場に諮ったところ、満場異議なくこれを承認、原案どおり可決した。 

 ▶品田 成年種別での参加資格は現住所および勤務先であり、大学生の場合大学所在地は当てはまら 

     ない。 

 ▶小西 成年女子については、早急に確認する。確認後、理事へ書面にて確認とさせていただく。 

第２号議案  委員会 委員承認の件  【資料 2】 

 議長は、本議案を上程し、委員会委員承認の件について審議承認を求めた。 

 髙山アンダーカテゴリー部会長より、U18 部会新規委員について、資料 2 に基づき詳細なる説明の 

 後、議長は、本議案の可否について議場に諮ったところ、満場異議なくこれを承認、原案どおり可決 

 した。 

 ▶U18 部会 新規 2 名 楫太朗氏(都立大崎) 松岡亮太氏(サンロッカーズ渋谷) 

第３号議案  第 97 回天皇杯、第 88 回皇后杯全日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会東京都予選要項承認の件

           【資料 3】 

 議長は、本議案を上程し、第 97 回天皇杯、第 88 回皇后杯全日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会東京都予選要 

 項承認の件について審議承認を求めた。 

 川村競技委員長より、資料 3 に基づき詳細なる説明の後、議長は、本議案の可否について議場に諮っ 

 たところ、満場異議なくこれを承認、原案どおり可決した。 

 ▶無観客での開催を予定。 

 ▶施設の入場制限に伴い、エントリー数が変更となる可能性がある。 

 ▶島田 社会人男子代表は 8/14 に決定となり、申込期日までに間に合わない。ご了承ください。 

第４号議案  2021 年度東京都青年大会要項承認の件 【資料 4】 

 議長は、本議案を上程し、2021 年度東京都青年大会要項承認の件について審議承認を求めた。    

 川村競技委員長より、資料 4 に基づき詳細なる説明の後、議長は、本議案の可否について議場に諮っ 

 たところ、満場異議なくこれを承認、原案どおり可決した。 

 ▶東京都大会は予定通り実施する方向、全国大会は中止となる可能性があると主催の青年団協議会よ 

  り連絡があった。 

第５号議案  第 2 回東京都 U15 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会兼第 2 回全国 U15 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会東京 

   都予選承認の件 【資料 5】 

 議長は、本議案を上程し、第 2 回東京都 U15 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会兼第 2 回全国 U15 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選 

 手権大会東京都予選承認の件について審議承認を求めた。    

 髙山アンダーカテゴリー部会長より、資料 5 に基づき詳細なる説明の後、議長は、本議案の可否につ 

 いて議場に諮ったところ、満場異議なくこれを承認、原案どおり可決した。 

第６号議案  第 8 回 3x3 U18 日本選手権東京都予選大会承認の件 【資料 6】 

 議長は、本議案を上程し、第 8 回 3x3 U18 日本選手権東京都予選大会承認の件について審議承認を求 

 めた。    

 渡辺 3x3 委員長より、資料 6 に基づき詳細なる説明の後、議長は、本議案の可否について議場に諮っ 

 たところ、満場異議なくこれを承認、原案どおり可決した。 

 ▶無観客での開催を予定。 
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一、 報告事項 

第１号報告 専務理事報告  （小西専務理事）  【資料 7】 

 ▶関東協会報告…関東ブロック大会は①無観客開催、②少年種別の敗者復活戦の取りやめ、③組合せ 

  は 2019 年茨城大会での結果を考慮、④中止の可否は競技ごとの判断 

 ▶トップリーグ連絡会報告…①今年度より東京サンレーヴスが名称をしながわシティバスケットボー 

  ルクラブに変え新たに B3 へ参入、②東京エクセレンスが横浜へ移転、③アンダーカテゴリー大会 

  を前座試合として実施する提案 

   第２号報告 各委員会報告  

   １）広報委員会  (福田委員長)   

    ▶大塚製薬 OS1 事業部よりオンラインセミナーの宣伝依頼あり、今週中に各連盟へ周知依頼をし、 

     協力をお願いする。 

   ２）競技委員会  (川村委員長) 

    ▶夏季選手権大会が終了し、男子 立教大学、女子 東京医療保健大学が優勝した。 

   ３）強化育成委員会  (山崎委員長)   

    ▶緊急事態宣言中は DC の活動は中止としている。 

    ▶田中 U15 リーグ参戦チームの学校内で陽性者が出た為、現在、チーム内の陽性者および濃厚接触 

     者を確認中である。また、7/18 のゲームは延期とした。 

   ４）アンダーカテゴリー部会  (髙山部会長)    

    ▶8/1 の関東ブロックリーグ運営会議の会場が群馬県 G メッセに変更となった。 

    ▶7 月下旬～12 月初旬で東京都 U18 リーグを実施予定である。 

   ５）指導者養成委員会  (田中(宏)理事)  【資料 8】 

  ▶資料 8 に基づき、養成講習会開催状況の説明があった。 

  ▶島田 養成講習会開催アナウンスはどのようになっているのか。 

  ▶都協会ホームページに開催日程を発表している。 

  ▶(補足)事務局伊藤 要項発表後、佐藤指導者養成委員長が teamJBA より周知している。 

   第３号報告 各連盟報告 

   １）社会人  (島田理事) 

    ▶8/14～15 に武蔵野総合体育館にて O-40、50 都予選を実施する。 

   ２）高校男子  (髙山理事)  【資料 9】 

    ▶インターハイ予選が終了し、優勝 実践学園、第 2 位 八王子学園八王子が、新潟インターハイへ出 

     場する。 

   ３）高校女子  (森田理事)  【資料 10】 

    ▶インターハイ予選が終了し、優勝 明星学園、第 2 位 八雲学園が、新潟インターハイへ出場する。 

    ▶7/11 技術講習会を実施、7/18 審判講習会を実施予定である。 

    ▶8/22～25 夏季大会を実施予定である。 

   ４）定通制  (岩﨑理事)  【資料 11】 

    ▶～6/13 春季大会が終了し、男子 都浅草、女子 都八王子拓真が優勝した。男子上位 3 チーム、女 

     子上位 2 チームは全国大会へ出場する。 
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議長は、以上をもって議案の全部の審議を終了した旨を述べ、午後 20 時 05 分閉会を宣言した。 


