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理事会議事録 

 

開催日時  令和４年１月１３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  橋本 信雄  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  永尾 和則  柴田 雅貴   

出席委員長 ５名    川村 明彦  河野佐紀子  山崎 正晴  佐藤  申 

    青柳  彰 

出席監事  ２名 （監事総数２名）  

品田 奥義  三澤  裕 

議  題 

一、 決議事項 

第１号議案  2022-2023 年度 役員候補者選考委員会 委員承認の件 

第２号議案  強化･育成委員会 委員承認の件 

第３号議案  令和 3 年度東京都日本公認 B 級審判審査会判定結果承認の件 

一、 報告事項 

第１号報告  各委員会報告 

第２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 2022-2023 年度 役員候補者選考委員会 委員承認の件  【資料 1】 

 議長は、本議案を上程し、2022-2023 年度役員候補者選考委員会委員承認の件について審議承認を求 

 めた。 

 小西専務理事より、資料 1 に基づき詳細なる説明があった後、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。 

 ▶役員候補者選考委員 ５名 

 ・社員  日下恵子氏 

 ・理事  小西道雄氏 森田優氏 馬場香保里氏 

 ・有識者 大場規安氏 

第２号議案  強化･育成委員会 委員承認の件  【資料 2】 
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 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。 

 山崎強化･育成委員長より、ユース育成部会新規サポートコーチについて、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。 

 ▶サポートコーチ 新規 9 名  

 【U12】佐野智郎氏 北村隆征氏 

 【U15】中島翔氏 飯塚祐貴氏 秋葉真司氏 三浦尊俊氏 

 【U18】結城葉月氏 星陽久氏 矢野葉子氏 

第３号議案 令和 3 年度 東京都日本公認 B 級審判審査会判定結果承認の件  【資料 3】 

 議長は、本議案を上程し、令和 3 年度東京都日本公認 B 級審判審査会判定結果承認の件について審議 

 承認を求めた。 

 田中(武)常務理事より、資料 3 に基づき詳細なる説明があった後、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。 

報告事項 

   第１号報告 各委員会報告  

   １）総務委員会  (森田委員長)  【資料 4】 

    ▶令和 3 年度の年間表彰推薦について、1 月末までに各連盟より取りまとめをお願いする 

   ２）競技委員会  (川村委員長) 

    ▶令和 4 年度の関東ブロック大会は東京都開催となる 

    ▶日程は前日練習･代表者会議が 8/19(金)、試合日が 8/20(土)、21(日)、会場は武蔵野の森総合スポ 

     ーツプラザで行う 

   ３）ＴＯ委員会  (河野委員長)  【資料 5】 

    ▶全国 TO 委員長会議内で関東ブロック長、次年度の関東ブロック大会をブロック研修会に使用する 

     と JBA より発表があった 

    ▶11 月開催の男子アジア予選仙台大会へ東京都の TO3 名を派遣、2 月開催の女子ワールドカップ大 

     阪大会へ TO4~5 名派遣予定 

   ４）強化･育成委員会  (山崎委員長)  【資料 6.7】 

    ▶今年度予定していた U13DC.14DC 関東交流会が中止、U16DC 神奈川県交流戦は現在検討中である 

    ▶2/26 に U12DC 関東地区交流戦が予定されているが、実施の場合、参加については本協会として検 

     討する必要がある 

    ▶東京都育成センターU13/14 選手、男子 37 名、女子 40 名が決定した 

    ▷渡辺 U12DC 関東地区交流戦は関東協会は関与していないのか 

    ▷山崎 U12 交流戦は埼玉県ユース育成からの要請となっており、現段階で関東規模で U12 が招集 

        されているかは不明 

    ▷小西 関東規模でのアンダーカテゴリーの母体がない為、関東協会で取りまとめることになってい 

        おり、U12 は遅れているがいずれは足並みは揃えなければならないであろう 

   ５）アンダーカテゴリー部会(U18)  (髙山部会長)  【資料 8】 

    ▶次年度へ向け、東京都アンダーカテゴリー部会組織編成を行う 
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   ６）アンダーカテゴリー部会(U15)  (青柳部会長)  【資料 9】 

    ▶1/4~8 に武蔵野の森総合スポーツプラザにて全国 U15 選手権が実施され、男子ゴッドドア(兵 

     庫)、女子四日市メリノール学院中学校(三重)が優勝した 

   ７）指導者養成委員会  (佐藤委員長)   

  ▶ 12/25.26 に D 級養成講習会を実施し、30 名が受講した 

  ▶ 今年度の養成講習会はすべて終了し、C 級養成講習会 1 回、D 級養成講習会 3 回実施した 

  ▶ リフレッシュ講習会を対面で予定していたが、コロナ感染拡大により実施について再検討する 

   第２号報告 各連盟報告 

   １）社会人  (島田理事)  【資料 10】 

    ▶12/26 に全日本社会人バスケットボール選手権大会東京都予選が終了し、優勝した男子 MMF、女 

     子 Drunker’s を含む男子上位 3 チーム、女子 1 チームが関東大会へ出場する 

    ▶全日本社会人 O-40、O-50 ともに東京都代表の neo うめやが優勝した 

    ▶2/11~13 に北海道にて全日本地域リーグチャンピオンシップが開催予定、東京都は男子三井住友銀 

     行、新生紙パルプ商事、横河電機、黒田電気、日本無線の 5 チーム、女子は AFBB、丸紅、三井住 

     友銀行、ミツウロコの 4 チームが出場する 

   ２）高校男子  (髙山理事) 

    ▶12/23~29 までウィンターカップが実施され、今年度はコロナ感染者なく終了した 

    ▶1/8~新人戦本大会を実施中、ベスト 4 まで決定しているが、コロナによる混乱が生じており、今 

     週中に開催の有無について決定する予定である 

   ３）高校女子  (森田理事)  

    ▶12/23~29 までウィンターカップが実施され、明星学園、東京成徳がベスト 8、八雲学園がベスト 

     16 となった 

    ▶現在実施中の新人戦について、本日、延期または中止が決定され、明日ホームページで告知を行う 

   ４）中学   (永尾理事)    

    ▶1/9~新人戦本大会を実施中である 

   ５）大学   (柴田理事) 

    ▶12 月に全日本大学選手権が実施され、東京医療保健大学が優勝した 

    ▶お願いとなるが、B 級以上のコーチ養成講習会の受講についてご検討いただきたい 

    ▷佐藤 推薦者は連盟で取りまとめいただくことになるが、例年受講枠が非常に少ない為、受講者の 

     決定については検討していく 

 

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 19 時 50 分閉会を宣言した。以上の議決

を明確にするため、本議事録を作成し、出席した代表理事及び監事がこれに署名捺印する。 

 

  

 

 

 


