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２０２１年度事業報告書 

 

一般社団法人東京都バスケットボール協会 

専務理事 小西道雄 

 

＜ 方 針 ＞ 

 

 

    日本バスケットボール協会の理念「バスケットボールで日本を元気にします」を受け 

    東京都バスケットボール協会も継続的な組織活性化・充実を目指した積極的な 

    取り組みを推進していく！ 

 スポーツ界の透明性・公平・公正性の向上に向けた活動の推進の取り組み 

バスケットボールを楽しむ人が増え、楽しむ安全な競技環境を構築していく 

 

 

＜ 活動状況と結果 ＞ 

１． 財政面 

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け多くの主催大会及び事業が中止となり、単年度では＋

２，５８７ｋとマイナスにはならなかったが、前年より引き続き厳しい状況が表れた年になった。 

【収入】 

大会の開催ができない、事業ができないことが登録数に現れ受取登録料が回復できなかった。 

前年より金額では持ち直してきているが、コロナ前の 2018年と比較すると 2021年のチーム登

録費は△１、５２９ｋ、競技者登録費は△３,７５６ｋ合計△５，２８５ｋになった。社会人を中心とした

大会がないと登録しないという正直な気持ちが表れていた結果でもあった。 

【支出】 

大会が開催できないことは支出も少ない結果となっている。特に社会人関連のリーグ戦、選手

権の中止、受託事業の都民大会、青年大会の中止も大きな影響を出している（支出としては無

かったが・・） 

 

２． スポーツ界の透明性・公平・公正性の向上に向けた活動の推進 

ガバナンスコードの自己説明についてはチェックシートによりチェックを行いＨＰにて公表できたこと

は、活動推進の第一ステップであり今後は一層活動を進めていく。 

 

３． 競技力向上事業（競技スポーツと生涯スポーツ） 

①  アンダーカテゴリー分野のリーグ戦の推進！ 

Ｕ１８のリーグ戦がスタートできた。まだ３０チームと全体に占める参加比率は少ないが継続し

て開催していく。 

Ｕ１５はリーグ戦、Ｊｒ．Ｗｃ都予選の参加チームも男女とも 30に近いチームが参戦し徐々に

充実してきている。 



 
 

Ｕ１２は従来からリーグ戦形式は実施しているが、鈴木正三杯の選手権大会を関東、全国大

会の予選と位置付け進めているが、今回はコロナウイルス感染症拡大に影響を受けて途中

中止となってしまった。 

・・中止時の対応が透明性をかける部分があり関係する皆様にご迷惑をかけたことは大きな

反省の材料である。 

② 若年層の審判技術の向上をめざす（全チーム資格取得審判員） 

Ｕ１８のリーグ戦時の課題の一つとして取り組みたい課題になっている（継続実施を）。 

③ 生涯スポーツの取り組み（楽しみながらバスケットボールができる環境つくり） 

生涯スポーツとしてのバスケットボール競技を実施できる環境を増やしていくため社会人連盟

主催のフレンドリーシップへの参加を増やしていきたかったが、コロナ禍でなかなか厳しい状況

であった。 

    

３． 強化・育成事業整備 

   東京都協会は加盟チーム登録者に対してさまざまの事業を展開しているは今年度を含め過去 

２年間コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた 

①審判育成事業、②指導者育成事業、③ＴＯ育成事業、④マンツーマンコミッショナー育成事 

業、⑤デベロップメントセンター普及及び育成事業、⑥３ｘ３普及事業、⑦国体候補選手強化事 

業、⑧ジュニア特別強化事業 

各々の事業については各連盟、委員会メンバーの努力もあり結果が出てきているが、中でも 

特に残念なことは国体が中止となったこと。4 カテゴリーが各々の強化策を立て、本国体を目指 

し活動を続けていたのが惜しまれる。2022年はミニ国体の開催が東京でもあり是非本国体出 

場向け活動していただきたい。 

 

４． その他 

リスク管理の構築（今後の検討課題） 

①競技規則（競技要項）で明記されていないことに対する改善 

 想定外の事案に対して他部門への水平展開も必要 

②コロナ禍での大会運営時の対応 

 出場選手・関係者への情報共有、公平性等の管理の構築 
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Ⅰ　普及事業

1）審判講習会

No 種別 事　業　名 開 催 期 日 主　会　場　等 受 講 者 数

1 都協 　審判総会  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

2 全 　ﾌｨｯﾄﾈｽﾃｽﾄ

1) 　東京都協会 　6月26日(土)、10月3日(日)、9日(土) 　品川区立総合体育館

　7月11日(日) 　ｴｽﾌｫﾙﾀｱﾘｰﾅ八王子

2) 　社会人 　10月30日(土)、31日(日)、1月22日(土)、23日(日) 　丸紅多摩研修ｾﾝﾀｰ体育館

　12月18日(土)、26日(日)、2月11日(金) 　武蔵野総合体育館

3) 　U18ｶﾃｺﾞﾘｰ 　7月27日(火)、8月5日(木)、26日(木) 　都立広尾高等学校

　8月1日(日) 　都立練馬工業高等学校

　8月7日(土) 　日本大学豊山高等学校

　8月14日(土) 　日本大学第三高等学校、都立石神井高等学校

　8月15日(日) 　都立一橋高等学校

　11月23日(火) 　都立板橋高等学校

　12月12日(日) 　都立豊島高等学校、都立駒場高等学校

4) 　U15ｶﾃｺﾞﾘｰ 　9月23日(木)、11月13日(土)、12月19日(日) 　世田谷学園中学校

　10月23日(土) 　府中市立府中第二中学校

　2022年1月10日(月) 　都立三鷹中等教育学校

5) 　U12ｶﾃｺﾞﾘｰ 　10月2日(土) 　世田谷区立桜小学校

　11月7日(日)、12月5日(日) 　狛江市立第一小学校

6) 　大学 　11月4日(木) 　日本体育大学

3 都協 　東京都協会審判講習会

1) 　A級審査会(第一次) 　7月2日(金)、10日(土)、11日(日) 　ｵﾝﾗｲﾝ、丸紅多摩研修ｾﾝﾀｰ体育館、ｴｽﾌｫﾙﾀｱﾘｰﾅ八王子 21

2) 　第一次女性B級審判員講習会  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

3) 　第二次女性B級審判員講習会  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

4) 　A級審査会(第二次) 　10月17日(日)、31日(日) 　ﾌﾟﾚｽ工業体育館、丸紅多摩研修ｾﾝﾀｰ体育館 18

5) 　B級審判審査会 　11月3日(水) 　都立江東商業高等学校、昭和第一学園高等学校、都立大泉高等学校

　11月13日(土) 　渋谷区ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

　11月28日(日) 　多摩市総合体育館

　12月19日(日) 　成城学園中学校

6) 　B級取得三年目講習会  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

4 社会人 　社会人連盟審判講習会

1) 　B級更新講習会　　　　 　12月19日(日) 　深川ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ、武蔵野総合体育館 23

　12月25日(土) 　深川ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ、武蔵野総合体育館 40

　12月26日(日) 　深川ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ、武蔵野総合体育館 30

　2022年1月22日(土) 　丸紅多摩研修ｾﾝﾀｰ、武蔵野総合体育館 14

2) 　C級更新講習会　　　　 　9月20日(月) 　品川区総合体育館 5

　12月25日(土) 　深川ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ、武蔵野総合体育館 14

　12月26日(日) 　深川ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ、武蔵野総合体育館 9

　2022年1月22日(土) 　丸紅多摩研修ｾﾝﾀｰ、武蔵野総合体育館 2

3) 　C級審査会　　　 　9月20日(月) 　品川区総合体育館 7

4) 　C級強化講習会 　9月20日(月) 　品川区総合体育館 5

5) 　D級更新講習会　　　　 　12月25日(土) 　深川ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ、武蔵野総合体育館 4

　12月26日(日) 　深川ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ、武蔵野総合体育館 2

　2022年1月22日(土) 　丸紅多摩研修ｾﾝﾀｰ、武蔵野総合体育館 2

5 U18 　高体連男子専門部審判講習会

1) 　B級更新講習会　　　　 　8月1日(日) 　都立練馬工業高等学校 29

　8月7日(土) 　日本大学豊山高等学校 22

　8月14日(土) 　日本大学第三高等学校 33

　8月15日(日) 　都立一橋高等学校 22

2) 　B級更新講習会(U18)　　　 　8月14日(土) 　日本大学第三高等学校 1

3) 　C級更新講習会 　8月1日(日) 　都立練馬工業高等学校 12

　8月7日(土) 　日本大学豊山高等学校 5

　8月14日(土) 　日本大学第三高等学校 27

　8月15日(日) 　都立一橋高等学校 10

4) 　C級審査会 　8月1日(日) 　都立練馬工業高等学校 4

　8月7日(土) 　日本大学豊山高等学校 5

　8月14日(土) 　日本大学第三高等学校 4

　8月15日(日) 　都立一橋高等学校 3

5) 　C級審査会(U18) 　8月1日(日) 　都立練馬工業高等学校 1

　8月7日(土) 　日本大学豊山高等学校 2

　8月14日(土) 　日本大学第三高等学校 4

　8月15日(日) 　都立一橋高等学校 3

6 U18 　高体連女子専門部審判講習会

1) 　C級審査会 　7月18日(日) 　都立板橋高等学校 16

2) 　D級審査会 　7月18日(日) 　都立板橋高等学校 22
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7 U15 　中体連審判講習会

1) 　C級更新講習会、D級更新講習会、D級審査会 　8月22日(日) 　都内各中学校 6

　8月28日(土) 　都内各中学校 6

　8月29日(日) 　都内各中学校 51

　10月17日(日) 　都内各中学校 18

2) 　D級審査会 　12月19日(日) 　都内各中学校 16

8 U12 　U12ｶﾃｺﾞﾘｰ部会審判講習会

1) 　B級更新講習会 　11月30日(火) 　都内各小学校、公共体育館 35

2) 　C級更新講習会 　7月31日(土) 　都内各小学校、公共体育館 16

　8月31日(火) 　都内各小学校、公共体育館 6

　9月30日(木) 　都内各小学校、公共体育館 5

　10月30日(土) 　都内各小学校、公共体育館 4

　11月30日(火) 　都内各小学校、公共体育館 9

3) 　C級審査会 　12月18日(土) 　都内各小学校、公共体育館 8

4) 　D級更新講習会 　7月31日(土) 　都内各小学校、公共体育館 80

　8月31日(火) 　都内各小学校、公共体育館 117

　9月30日(木) 　都内各小学校、公共体育館 71

　10月30日(土) 　都内各小学校、公共体育館 123

　11月30日(火) 　都内各小学校、公共体育館 143

5) 　D級審査会 　7月31日(土) 　都内各小学校、公共体育館 1

　8月31日(火) 　都内各小学校、公共体育館 12

　9月30日(木) 　都内各小学校、公共体育館 5

　10月30日(土) 　都内各小学校、公共体育館 23

　11月30日(火) 　都内各小学校、公共体育館 50

6) 　D級強化講習会 　7月31日(土) 　都内各小学校、公共体育館 16

　8月31日(火) 　都内各小学校、公共体育館 35

　9月30日(木) 　都内各小学校、公共体育館 19

　10月30日(土) 　都内各小学校、公共体育館 35

　11月21日(日) 　都内各小学校、公共体育館 9

　11月30日(火) 　都内各小学校、公共体育館 6

7) 　E級審査会 　7月31日(土) 　都内各小学校、公共体育館 3

8) 　E級強化講習会 　7月31日(土) 　都内各小学校、公共体育館 4

9 大学 　大学連盟審判講習会

1) 　B級更新講習会　　　　 　8月28日(土)、29日(日) 　熊谷市民体育館、ﾋﾞｯｸﾀｰﾄﾙ他 3

2) 　C級更新講習会　　　　 　8月28日(土)、29日(日) 　熊谷市民体育館、ﾋﾞｯｸﾀｰﾄﾙ他 2

3) 　C級審査会 　8月28日(土)、29日(日) 　熊谷市民体育館、ﾋﾞｯｸﾀｰﾄﾙ他 2

10 3x3 　3x3審判研修会 　6月24日(木) 　ｵﾝﾗｲﾝ 39

　7月17日(土) 　ｵﾝﾗｲﾝ 15

　8月9日(月) 　ｵﾝﾗｲﾝ 95

2）指導者養成講習会

No 種別 事　業　名 開 催 期 日 主　会　場　等 受 講 者 数 推 薦 者

1 都協 　指導者養成講習会

1) 　JBA公認C級ｺｰﾁ養成講習会 　9月19日(日)、20日(月)、26日(日) 　ｽﾀｼﾞｵ ｼｪｲｸｽﾋﾟｱ 26

2) 　第1回 JBA公認D級ｺｰﾁ養成講習会 　6月20日(日)、27日(日) 　ｽﾀｼﾞｵ ｼｪｲｸｽﾋﾟｱ 30

3) 　第2回 JBA公認D級ｺｰﾁ養成講習会 　7月11日(日)、18日(日) 　ｽﾀｼﾞｵ ｼｪｲｸｽﾋﾟｱ 29

4) 　第3回 JBA公認D級ｺｰﾁ養成講習会 　12月25日(土)、26日(日) 　ｽﾀｼﾞｵ ｼｪｲｸｽﾋﾟｱ 30

2 都協 　ｺｰﾁﾘﾌﾚｯｼｭ講習会

1) 　都協会主催JBA公認ｺｰﾁﾘﾌﾚｯｼｭ講習会  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

2) 　関東連盟主催JBA公認ｺｰﾁﾘﾌﾚｯｼｭ講習会 　12月18日(土)、19日(日) 　国士舘大学多摩ｷｬﾝﾊﾟｽ 39

3) 　高体連女子専門部主催JBA公認ｺｰﾁﾘﾌﾚｯｼｭ講習会 　7月11日(日) 　佼成学園女子高等学校 21

3 JBA 　JBA講習会受講者推薦

1) 　JBA公認S級･A級･B級級ｺｰﾁ養成講習会受講者推薦 　2022年度 　推薦のみ  A級推薦者：山本貴美子　B級推薦者：鈴木雄太、深川朗子

2) 　都道府県ｺｰﾁﾃﾞﾍﾞﾛｯﾊﾟｰ講習会受講者推薦 　2021年3月9日(水)、19日(土)、20日(日) 　推薦のみ  推薦者：鈴木伸之



3）TO講習会

No 種別 事　業　名 開 催 期 日 主　会　場　等 受 講 者 数

1 都協 　TO講習会

1) 　新規TO募集 　5月10日(月)~5月31日(月) 　web受付

2) 　TO新規講習会(3ｘ3)  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

3) 　TO伝達講習会(3ｘ3)  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

4) 　TO練習会(3ｘ3)  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

5) 　TO新規講習会 　6月7日(月) 　ｵﾝﾗｲﾝ 21

　6月26日(土)、27日(日) 　武蔵野総合体育館 14

　8月28日(土) 　武蔵野総合体育館 1

6) 　TO伝達講習会 　8月18日(水) 　ｵﾝﾗｲﾝ 46

7) 　TO現場指導 　9月18日(土)、19日(日)、25日(土) 　各試合会場 12

2 都協 　ｽﾀｯﾂ講習会

1) 　B1/B2ﾘｰｸﾞ ｽﾀｯﾂ補助新規講習会  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

2) 　B1/B2ﾘｰｸﾞ ｽﾀｯﾂ補助練習会  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

3) 　B3ﾘｰｸﾞ ｽﾀｯﾂ新規講習会 　7月10日(土) 　ｵﾝﾗｲﾝ 1

4) 　B3ﾘｰｸﾞ ｽﾀｯﾂ練習会 　8月～3月随時 　JBA会議室、各試合会場 1

4）デベロップメントセンター

No 種別 事　業　名 開 催 期 日 主　会　場　等 受 講 者 数

1 U18 　育成ｾﾝﾀｰ男子U16

1) 　一次選考会 　5月15日(土)、16日(日) 　日本大学豊山高等学校、保善高等学校 77

2) 　二次選考会 　6月29日(火) 　海城高等学校 34

3) 　練習会  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

4) 　ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ講習会 　5月15日(土) 　日本大学豊山高等学校 77

2 U18 　育成ｾﾝﾀｰ女子U16

1) 　一次選考会 　5月16日(日) 　佼成学園女子高等学校 32

2) 　二次選考会 　6月28日(月) 　佼成学園女子高等学校 23

3) 　再公募選考会 　10月17日(日) 　都立小平高等学校 29

4) 　練習会 　11月28日(日) 　都立小平高等学校 25

　12月5日(日) 　都立小平高等学校 22

　12月12日(日) 　都立杉並総合高等学校 24

5) 　ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ講習会 　5月16日(日) 　佼成学園女子高等学校 32

3 U15 　育成ｾﾝﾀｰ男子U13/14

1) 　一次選考会 　10月24日(日) 　白金の丘中学校 135

2) 　二次選考会 　12月26日(日) 　調布市立調布中学校 76

3) 　練習会  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

4 U15 　育成ｾﾝﾀｰ女子U13/14

1) 　一次選考会 　10月24日(日) 　白金の丘中学校 102

2) 　二次選考会 　12月26日(日) 　調布市立調布中学校 68

3) 　練習会  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

4) 　ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ講習会 　10月24日(日) 　白金の丘中学校 237

5 U15 　U15ｼﾞｭﾆｱ強化

1) 　男子 練習会  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

2) 　女子 練習会  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

3) 　ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ講習会  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

6 U12 　育成ｾﾝﾀｰU12

1) 　練習会 (地区) 　4月10日(土) 　東大和市民体育館 30

　6月26日(土) 　品川区立中延小学校 24

　10月9日(土) 　東大和市民体育館 17

　10月30日(土) 　東大和市民体育館 19

　2022年1月8日(土) 　東大和市民体育館 17

　2022年1月15日(土) 　東大和市民体育館 15

2) 　男子 練習会(都) 　11月23日(火) 　東大和市民体育館 9

3) 　女子 練習会(都) 　12月25日(土) 　東大和市民体育館 9

7 関東 　関東育成ｾﾝﾀｰ

1) 　関東U17強化練習会  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

2) 　U13都県DC関東交流会  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

3) 　U14都県DC関東交流会  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

4) 　U12DC関東地区ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ交流戦  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

5）アンダーカテゴリー

No 種別 事　業　名 開 催 期 日 主　会　場　等 参加ﾁｰﾑ数 結　果

1 U15 　第2回東京都U15ﾘｰｸﾞ戦 　6月26日(土)～8月15日(日) 　長岡ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ、各都内中学校 男子 28 　4ﾁｰﾑ総当たり戦

女子 20

2 U18 　東京都U18ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ 　7月22日(木)~2022年2月末 　都内各高等学校 男子 36  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為2月末を以て中止

女子 24

　＊U12リーグ戦はU12カテゴリー部会(旧ミニ連盟)が主催大会として実施

7）3ｘ3

No 種別 事　業　名 開 催 期 日 主　会　場　等 参 加 者 数

1 3x3 　School Tour  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止



8）トレーナーバンク

No 種別 事　業　名 開 催 期 日 主　会　場　等 派 遣 者 数 推 薦 者

1 都協 　ﾌｨｯﾄﾈｽﾃｽﾄ医療従事者派遣

1) 　東京都審判ﾌｨｯﾄﾈｽﾃｽﾄ医療従事者派遣 　6月26日(土)、7月11日(日)、10月3日(日)、9日(月)、 　品川総合体育館、ｴｽﾌｫﾙﾀｱﾘｰﾅ八王子 4

2) 　社会人連盟審判ﾌｨｯﾄﾈｽﾃｽﾄ医療従事者派遣 　10月30日(土)、31日(日)、12月18日(土)、26日(日)、 　丸紅多摩研修ｾﾝﾀｰ体育館、武蔵野総合体育館 7

3) 2022年1月22日(土)、23日(日)、2月11日(金)

4) 　高体連男子審判ﾌｨｯﾄﾈｽﾃｽﾄ医療従事者派遣 　7月27日(火)、8月1日(日)、5日(木)、 　都立広尾高等学校、都立練馬工業高等学校、日本大学豊山高等学校、 7

　7日(土)、14日(土)、15日(月)、26日(木) 　日本大学第三高等学校、都立石神井高等学校、都立一橋高等学校

5) 　高体連女子審判ﾌｨｯﾄﾈｽﾃｽﾄ医療従事者派遣 　11月23日(火)、12月12日(日) 　都立板橋高等学校、都立豊島高等学校、都立駒場高等学校 3

6) 　中体連審判ﾌｨｯﾄﾈｽﾃｽﾄ医療従事者派遣 　9月23日(木)、10月23日(土)、11月13日(土)、 　世田谷学園中学校、府中市立府中第二中学校、都立三鷹中等教育学校 5

12月19日(日)、2022年1月10日(月)

7) 　U12ｶﾃｺﾞﾘｰ部会審判ﾌｨｯﾄﾈｽﾃｽﾄ医療従事者派遣 　10月2日(土)、11月7日(日)、12月5日(日) 　世田谷区立桜小学校、狛江市立第一小学校 3

8) 　大学連盟審判ﾌｨｯﾄﾈｽﾃｽﾄ医療従事者派遣 　11月4日(木) 　日本体育大学 1

2 都協 　育成ｾﾝﾀｰﾄﾚｰﾅｰ派遣

1) 　育成ｾﾝﾀｰ男子U16 選考会ﾄﾚｰﾅｰ派遣 　5月15日(土)、16日(日)、6月29日(火) 　日本大学豊山高等学校、保善高等学校、海城高等学校 6

2) 　育成ｾﾝﾀｰ女子U16 選考会ﾄﾚｰﾅｰ派遣 　5月16日(日)、6月28日(月)、10月17日(日) 　佼成学園女子高等学校、都立小平高等学校 3

3) 　育成ｾﾝﾀｰ女子U16 練習会ﾄﾚｰﾅｰ派遣 　11月28日(日)、12月5日(日)、12日(日) 　都立小平高等学校、都立杉並総合高等学校 3

4) 　育成ｾﾝﾀｰ男子U13/14 選考会ﾄﾚｰﾅｰ派遣 　10月24日(日)、12月26日(日) 　白金の丘中学校、調布市立調布中学校 2

5) 　育成ｾﾝﾀｰ女子U13/14 選考会ﾄﾚｰﾅｰ派遣 　10月24日(日)、12月26日(日) 　白金の丘中学校、調布市立調布中学校 2

6) 　育成ｾﾝﾀｰ男子U12(都) 練習会ﾄﾚｰﾅｰ派遣 　11月23日(火) 　東大和市民体育館 1

7) 　育成ｾﾝﾀｰ女子U12(都) 練習会ﾄﾚｰﾅｰ派遣 　12月25日(土) 　東大和市民体育館 1

3 日体協 　(日本ｽﾎﾟｰﾂ協会主催)　公認AT養成講習会受講者推薦 　2022年2月25日(金) 　推薦のみ  推薦者：登亀貴志、花井彩

Ⅱ　選手強化事業

1）国体候補選手強化

No 種別 事　業　名 開 催 期 日 主　会　場　等 参 加 者 数

1 都協 　国体成年男子

1) 　練習会 　8月14日(土) 　所沢市民体育館 17

　8月20日(金) 　早稲田大学ｱﾘｰﾅ 12

2) 　強化試合 　8月15日(日) 　所沢市民体育館 17

3) 　ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸ講習会 　8月14日(土) 　所沢市民体育館 17

2 都協 　国体成年女子

1) 　練習会 　8月4日(水)、20日(金) 　早稲田大学ｱﾘｰﾅ 17

2) 　強化試合 　8月7日(土)、14日(土) 　早稲田大学ｱﾘｰﾅ 17

3) 　ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸ講習会 　8月4日(水) 　早稲田大学ｱﾘｰﾅ 17

3 都協 　国体少年男子

1) 　一次選考会 　5月15日(土)、16日(日) 　日本大学豊山高等学校、保善高等学校 77

2) 　二次選考会 　6月29日(火) 　海城高等学校 34

3) 　練習会 　8月4日(水)、5日(木)、9日(月) 　保善高等学校 18

　8月11日(水) 　武蔵高等学校 18

　8月17日(火) 　海城高等学校 18

　8月20日(金) 　日環ｱﾘｰﾅとちぎﾒｲﾝｱﾘｰﾅ 12

4) 　強化試合 　8月7日(土)、8日(日) 　保善高等学校 18

　8月12日(木)、14日(土)、15日(日) 　海城高等学校 18

5) 　ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ講習会 　5月15日(土) 　日本大学豊山高等学校 77

4 都協 　国体少年女子

1) 　一次選考会 　5月16日(日) 　佼成学園女子高等学校 32

2) 　二次選考会 　6月28日(月) 　佼成学園女子高等学校 23

3) 　練習会 　8月16日(月) 　都立目黒高等学校 15

　8月19日(木) 　都立目黒高等学校 15

　8月20日(金) 　日環ｱﾘｰﾅとちぎﾒｲﾝｱﾘｰﾅ 12

4) 　強化試合 　8月17日(火) 　八雲学園高等学校 15

　8月18日(水) 　東京成徳大学高等学校 15

5) 　ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸ講習会 　5月16日(日) 　佼成学園女子高等学校 32

2）国体派遣

No 種別 事　業　名 開 催 期 日 主　会　場　等 派 遣 者 数 結　果

1 都協 　第76回国民体育大会関東ﾌﾞﾛｯｸ大会 　8月21日(土)、22日(日) 　栃木県 日環ｱﾘｰﾅとちぎﾒｲﾝｱﾘｰﾅ 73 　成年男子 優勝、成年女子 第3位、少年男子 第2位、少年女子 一回戦敗退

2 都協 　国体結団式  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

3 都協 　第76回国民体育大会  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

4 都協 　国体解団式  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

3）東京アスリート強化

No 種別 事　業　名 開 催 期 日 主　会　場　等 推 薦 者 数 認 定 者

1 東京都 　(東京都主催)　東京都競技力向上事業　東京ｱｽﾘｰﾄ認定選手推薦 　推薦のみ 4  認定者：柳田大斗(國學院大學久我山高等学校)

 　　　　伊東龍生(國學院大學久我山高等学校)

 　　　　古谷早紀(東京成徳大学高等学校)

 　　　　久米田琉菜(八雲学園高等学校)



Ⅲ　表彰事業

No 種別 事　業　名 表 彰 期 日 主　会　場　等

1 都協 　東京都ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会年間表彰 　2022年3月31日(木)

1) 　 第73回全日本大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 　12月12日(日) 　国立代々木競技場第二体育館

2) 　第4回全日本社会人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 　2022年3月7日(月) 　栃木県 日環ｱﾘｰﾅとちぎ

3) 　第4回全日本社会人O-40ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 　11月29日(月) 　三重県 三重県営ｻﾝｱﾘｰﾅ

4) 　第4回全日本社会人O-50ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 　11月29日(月) 　三重県 三重県営ｻﾝｱﾘｰﾅ

5) 　第7回3x3日本選手権大会 　2022年2月27日(日) 　東京都 新宿住友ﾋﾞﾙ 三角広場

2 都協 　東京都ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会主催大会表彰

1) 　東京都ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ夏季選手権大会 　7月11日(日) 　武蔵野総合体育館

　兼 第76回国民体育大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技選手選抜大会

2) 　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 　8月28日(土)、29日(日) 　武蔵野総合体育館

　兼 東京都代表決定ﾄｰﾅﾒﾝﾄ大会

3) 　第1回東京都U15ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 　10月10日(日) 　ﾄﾖﾀ府中ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

　兼 第1回全国U15ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会東京都予選 　

4) 　東京都ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ秋季選手権大会 　11月6日(土) 　武蔵野総合体育館

5) 　第8回3ｘ3U18日本選手権東京都予選大会 　8月14日(土) 　ｴｽﾌｫﾙﾀｱﾘｰﾅ八王子

6) 　第7回3ｘ3OPEN日本選手権東京都予選大会 　12月25日(土) 　台東ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

3 都協 　東京都連盟大会表彰

1) 　東京都高等学校男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ春季大会 兼 関東大会東京都予選 　5月4日(火) 　日本大学豊山高等学校

2) 　東京都高等学校女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ春季大会 兼 関東大会東京都予選 　5月4日(火) 　都立小岩高等学校

3) 　東京都高等学校定時制通信制ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ春季大会 　6月13日(日) 　都立新宿山吹高等学校

4) 　東京都高等学校総合体育大会男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 　6月27日(日) 　駒沢体育館

5) 　東京都高等学校総合体育大会女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 　6月27日(日) 　駒沢体育館

6) 　第60回東京都中学校総合体育大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会 　7月22日(木) 　駒沢屋内球技場

　兼 第74回東京都中学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会

7) 　全日本社会人O-40ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会東京都予選 　8月15日(日) 　武蔵野総合体育館

8) 　全日本社会人O-50ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会東京都予選 　8月15日(日) 　武蔵野総合体育館

9) 　東京都高等学校男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ全国高等学校選手権大会東京都代表決定戦 　11月14日(日) 　都駒場高等学校、帝京高等学校

10) 　全国高等学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会東京都２次予選 　11月14日(日) 　都三鷹中等教育学校

11) 　東京都高等学校男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ新人戦支部大会 　11月21日(日) 　1支部 都駒場高等学校

　2支部 日本大学第三高等学校

　3支部 日本大学豊山高等学校

　4支部 都石神井高等学校

12) 　全日本社会人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会東京都予選 　12月26日(日) 　武蔵野総合体育館

13) 　東京都専門学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会

14) 　東京都高等学校女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ夏季大会

4 JBA 　JBA関係表彰

1) 　選手育成指導者表彰

2) 　功労者表彰 　11月19日(金) 　推薦のみ

5 体協 　東京都体育協会関係表彰

1) 　国民体育大会功労者表彰

2) 　生涯ｽﾎﾟｰﾂ功労者・生涯ｽﾎﾟｰﾂ優良団体表彰

3) 　日本ｽﾎﾟｰﾂｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ

 該当者なし

 該当者なし

 女子： 優勝 八王子市立第一中、第2位 八雲学園中、第3位 実践学園中 共栄学園中

 優勝 neoうめや

 女子： 優勝 Drunker’s　※男子はベストまでの実施の為表彰無し

 男子： 優勝 SIMON 　女子： 優勝 MARS

 男子： 優勝 TOKYO DIME 　女子： 優勝 TOKYO DIME

 優勝 明星学園高、第2位 八雲学園高、第3位 東京成徳大学高、第4位 実践学園高

 第5位 文化学園大杉並高、第6位 佼成学園女子高、第7位 都駒場高、第8位 国本女子高

 男子： 優勝 実践学園中、第2位 日本学園中、第3位 世田谷区立烏山中 荒川区立尾久八幡中

 女子： 優勝 八王子市立第一中、第2位 八雲学園中、第3位 実践学園中 八王子市立七国中

 優勝 neoうめや

 男子： 優勝 都浅草高、第2位 都八王子拓真高、第3位 都一橋高、第4位 都青梅総合高

 女子： 優勝 都八王子拓真高、第2位 都一橋高、第3位 都桐ヶ丘高、第4位 都浅草高

 優勝 八王子学園八王子高、第2位 東海大学菅生高、第3位 國學院大學久我山高、第4位 日本大学豊山高

 男子： 優勝 立教大学、第2位 ﾋﾊﾞﾘ･ﾃﾞﾚｯﾀｰｽﾞ、第3位 駒澤大学 Simon Tokyo

 女子： 優勝 東京医療保健大学、第2位 Drunkers、第3位 明治大学 明治学院大学

 男子： 優勝 黒田電気Bullet Spirits

 女子： 優勝 東京医療保健大学

 男子： 優勝 CONFIANZA東京U15、第2位 Tokyo Samurai、第3位 Riverside Fox ｻﾝﾛｯｶｰｽﾞ渋谷U15

 該当者なし

 受賞者：顧問 野口照行

 該当者なし

 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

 優勝 実践学園高、第2位 八王子学園八王子高、第3位 國學院大學久我山高

 優勝 都駒場高、第2位 駒澤大学高、第3位 駒場東邦高、第4位 日本学園高

 優勝 帝京高、第2位 豊島学院高、第3位 保善高、第4位 都高島高

 優勝 日本大学第三高、第2位 都南平高、第3位 早稲田実業高、第4位 明星高

 優勝 都城東高、第2位 足立学園高、第3位 東京成徳大学高、第4位 関東第一高

 優勝 明星学園高、第2位 東京成徳大学高、第3位 八雲学園高

 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

 男子： 優勝 MMF、第2位 Simon Tokyo、第3位 ﾋﾊﾞﾘ･ﾃﾞﾚｯﾀｰｽﾞ　

 女子： 優勝 Drunkers、第2位 PACHIRA

 第5位 成立学園高、第6位 実践学園高、第7位 日本大学第三高、第8位 専修大学附属高

 優勝 明星学園高、第2位 東京成徳大学高、第3位 八雲学園高、第4位 文化学園大杉並高

 優勝 実践学園高、第2位 八王子学園八王子高、第3位 東海大学菅生高、第4位 成立学園高

 第5位 國學院大學久我山高、第6位 日本大学豊山高、第7位 専修大学附属高、第8位 都東大和南高

 優勝 東京医療保健大学

 優勝 MMF

 優勝 neoうめや

 優勝 neoうめや

 第2位 TOKYO DIME

 第5位 実践学園高、第6位 佼成学園女子高、第7位 都目黒高、第8位 目黒学院高

表 彰 チ ー ム、推 薦 者



Ⅳ　会議

No 種別 事　業　名 開 催 期 日 主　会　場　等 出 席 者 数 議　事

1 都協 　社員総会

1) 　第5回定時社員総会 　6月26日(土) 　事務局、ｵﾝﾗｲﾝ 社員 25名  第1号議案 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの 計算書類

理事 5名  (財産目録等含む)の承認の件

監事 2名  第2号議案 役員の報酬等承認の件

2 都協 　理事会

1) 　令和2年度 第5回理事会 　5月27日(木) 　事務局、ｵﾝﾗｲﾝ 理事 15名  第1号議案 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの 計算書類

監事 2名  (財産目録等含む)の承認の件

委員長 4名  第2号議案 役員の報酬等承認の件

 第3号議案 第5回定時社員総会招集決定の件

 第4号議案 2021年度東京都夏季選手権大会要項承認の件

 第5号議案 2021年度国体ｽﾀｯﾌ承認の件

 第6号議案 東京都協会活動時における注意事項について

2) 　令和3年度 第1回理事会 　7月15日(木) 　事務局、ｵﾝﾗｲﾝ 理事 13名  第1号議案 国体関東ﾌﾞﾛｯｸ大会 ｽﾀｯﾌ･選手承認の件

監事 1名  第2号議案 委員会 委員承認の件

委員長 3名  第3号議案 天皇杯･皇后杯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 U15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6号議案 3x3 U18選手権都予選要項承認の件

3) 　令和3年度 第2回理事会 　10月14日(木) 　事務局、ｵﾝﾗｲﾝ 理事 14名  第1号議案 JBA2021年度功労表彰候補者推薦の件

監事 2名  第2号議案 2021年度 東京都秋季ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会要項承認の件

委員長 4名

4) 　令和3年度 臨時理事会 　提案 12月13日(月) 　書面 理事 18名  第1号議案 (一社)東京都ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会 役員候補者選考委員会

　決議 12月24日(金) 監事 2名  規程承認の件

5) 　令和3年度 第3回理事会 　2022年1月13日(木) 　事務局、ｵﾝﾗｲﾝ 理事 13名  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

監事 2名  第2号議案 強化･育成委員会委員承認の件

委員長 5名  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

6) 　令和3年度 第4回理事会 　2022年3月31日(木) 　JBA会議室、ｵﾝﾗｲﾝ 理事 13名  第1号議案 2022年度事業計画書、収支予算書承認の件

監事 2名  第2号議案 東京都協会組織改編および組織図変更承認の件

委員長 4名  第3号議案 東京都ｱﾝﾀﾞｰｶﾃｺﾞﾘｰ部会 U18部会組織改編承認の件

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 1名  第4号議案 東京都強化育成委員会組織改編承認の件

 第5号議案 2021年度年間表彰推薦ﾁｰﾑ承認の件

 第6号議案 各大会要項承認の件

 第7号議案 2022年度 国体監督承認の件

3 都協 　常務会

1) 　第1回常務会 　5月20日(木) 　JBA会議室 7名 　関東協会報告、ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ関係

2) 　第2回常務会 　10月12日(火) 　JBA会議室 7名 　JBA･関東協会報告、ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ関係、ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ都予選関係

3) 　第3回常務会 　12月2日(木) 　JBA会議室 7名 　役員候補者選考委員会規程、ｱﾝﾀﾞｰｶﾃｺﾞﾘｰ組織編成



Ⅴ　派遣事業

1）会議派遣

No 種別 事　業　名 開 催 期 日 主　会　場　等 出 席 者

1 JBA 　JBA主催会議

1) 　定時評議員会 　6月27日(日)、9月25日(土) 　ｵﾝﾗｲﾝ 1

2) 　全国専務理事連絡会 　2022月1月8日(土)、9日(日) 　東京都 TKP新宿西口ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 1

3) 　都道府県協会連絡会 　5月15日(土)、9月8日(水)、12月8日(水) 　ｵﾝﾗｲﾝ、東京都 JBA会議室 2

4) 　全国審判長会議 　7月5日(月)、2022年2月23日(水) 　ｵﾝﾗｲﾝ 1

5) 　臨時全国審判長会議 　5月18日(火)、8月24日(火)、10月21日(木) 　ｵﾝﾗｲﾝ 1

6) 　審判ﾌﾞﾛｯｸ長･ﾌﾞﾛｯｸｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ長会議 　2022年1月13日(木)、2月22日(土) 　ｵﾝﾗｲﾝ 2

7) 　審判ﾌﾞﾛｯｸ会計担当者会議 　6月2日(水) 　ｵﾝﾗｲﾝ 1

8) 　全国TO委員長会議 　5月10日(月)、8月18日(水) 　ｵﾝﾗｲﾝ 1

9) 　全国指導者養成委員長会議 　12月19日(日) 　ｵﾝﾗｲﾝ 1

10) 　臨時全国指導者養成委員長会議 　4月13日(火) 　ｵﾝﾗｲﾝ 1

11) 　全国ﾏﾝﾂｰﾏﾝﾃﾞｨﾚｸﾀｰ会議 　12月12日(日) 　ｵﾝﾗｲﾝ 2

12) 　臨時ﾌﾞﾛｯｸ別ﾏﾝﾂｰﾏﾝﾃﾞｨﾚｸﾀｰ会議 　2022年3月26日(土) 　ｵﾝﾗｲﾝ 2

13) 　U12ｶﾃｺﾞﾘｰ全国部会長会議 　6月19日(土)、10月30日(土)、2022年3月27日(日) 　ｵﾝﾗｲﾝ 1

14) 　U15ｶﾃｺﾞﾘｰ全国部会長会議 　6月20日(日)、11月1日(月)、2022年2月21日(月) 　ｵﾝﾗｲﾝ 1

15) 　U18ｶﾃｺﾞﾘｰ全国部会長会議 　11月4日(木)、2022年2月24日(木) 　ｵﾝﾗｲﾝ 1

16) 　U18ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞ･ﾌﾞﾛｯｸﾘｰｸﾞ実施説明会 　5月15日(土) 　ｵﾝﾗｲﾝ 5

17) 　都道府県ﾏﾈｰｼﾞｬｰ会議 　11月20日(土) 　ｵﾝﾗｲﾝ 1

18) 　都道府県U14ﾕｰｽ育成ｺｰﾁ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ会議 　6月12日(土) 　ｵﾝﾗｲﾝ 3

19) 　都道府県U14ﾕｰｽ育成ｺｰﾁ研修会 　5月15日(土) 　ｵﾝﾗｲﾝ 3

20) 　都道府県U14ﾕｰｽ育成ﾏﾈｰｼﾞｬｰ会議 　11月28日(日) 　ｵﾝﾗｲﾝ 1

21) 　都道府県U16-18強化育成ｺｰﾁ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ会議 　5月8日(土)、9日(日) 　ｵﾝﾗｲﾝ 3

22) 　都道府県U16-18強化育成ﾏﾈｰｼﾞｬｰ会議 　6月13日(日)、12月4日(土) 　ｵﾝﾗｲﾝ 1

23) 　都道府県U12ﾕｰｽ育成ｺｰﾁ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ会議 　6月12日(土) 　ｵﾝﾗｲﾝ 3

24) 　都道府県U12ﾕｰｽ育成ﾏﾈｰｼﾞｬｰ会議 　11月21日(日) 　ｵﾝﾗｲﾝ 1

25) 　ｳｨﾝﾀｰｶｯﾌﾟ実施委員会 　9月30日(木)、11月11日(木)、 　ｵﾝﾗｲﾝ 1

2 関東 　関東協会主催会議

1) 　関東協会専務理事会 　6月12日(土)、8月21日(土)、2022年2月5日(土) 　群馬県 ALSOKぐんまｱﾘｰﾅ、栃木県 ﾎﾃﾙﾆｭｰｲﾀﾔ、ｵﾝﾗｲﾝ 1

2) 　臨時関東協会専務理事会 　4月9日(金)、6月5日(土)、12月16日(木) 　ｵﾝﾗｲﾝ、千葉県 船橋ｱﾘｰﾅ 1

3) 　関東協会会長会議 　8月21日(土)、10月6日(水) 　栃木県 ﾎﾃﾙﾆｭｰｲﾀﾔ、東京都 JBA会議室 2

4) 　関東協会合同会議 　6月12日(土)、2022年2月5日(土) 　ALSOKぐんまｱﾘｰﾅ、ｵﾝﾗｲﾝ 5

5) 　関東審判委員会 　6月3日(木)、10日(木) 　ｵﾝﾗｲﾝ 5

3 体協 　東京都体育協会主催会議

1) 　幹部中央研修会 　2022年2月1日(金) 　ｵﾝﾗｲﾝ 1

2) 　加盟団体代表者会議 　書面開催、2022年3月8日(火) 　東京都 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 1

3) 　加盟団体事務局長会議 　4月27日(火)～5月11日(火) 　ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ配信

4) 　体育大会委員会 　12月1日(水) 　ｵﾝﾗｲﾝ 1

5) 　競技力向上委員会 　10月13日(水)、12月22日(水) 　ｵﾝﾗｲﾝ、東京都 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 1

6) 　競技力事業説明会 　2022年3月10日(木) 　ｵﾝﾗｲﾝ 2

7) 　競技力向上ﾋﾔﾘﾝｸﾞ 　5月28日(金) 　東京都 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 2

8) 　都民/都民生涯大会ﾋﾔﾘﾝｸﾞ 　8月29日(日) 　ｵﾝﾗｲﾝ 1

9) 　主催大会事業説明会 　書面開催 　

10) 　都民生涯ｽﾎﾟｰﾂ大会運営委員会 　7月8日(木) 　東京都 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 1

2）大会等派遣

No 種別 事　業　名 開 催 期 日 主　会　場　等 派 遣 者 数

1 JBA 　全国大会審判派遣

1) 　全国高等学校総合体育大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技大会審判派遣 　7月25日(日)～30日(金) 　新潟県 ｼﾃｨｰﾎｰﾙﾌﾟﾗｻﾞ、ｱｵｰﾚ長岡 他 2

　8月10日(火)～21日(日) 　新潟県 新潟市東総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 2

2) 　全国中学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会審判派遣 　8月19日(木)、20日(金)、21日(土) 　群馬県 高崎ｱﾘｰﾅ、ALSOKぐんまｱﾘｰﾅ 3

3) 　全日本社会人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会審判派遣 　2022年2月24日(木)、3月5日(土)、6日(日) 　ｵﾝﾗｲﾝ、群馬県 高崎ｱﾘｰﾅ、ALSOKぐんまｱﾘｰﾅ 1

2 JBA 　関東大会審判派遣

1) 　関東高等学校男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手兼大会審判派遣 　6月3日(木)、5日(土)、6日(日) 　ｵﾝﾗｲﾝ、千葉県 船橋ｱﾘｰﾅ 4

2) 　関東高等学校女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手兼大会審判派遣 　6月10日(木)、12日(土)、13日(日) 　ｵﾝﾗｲﾝ、群馬県 ALSOKぐんまｱﾘｰﾅ 3

3) 　関東中学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会審判派遣 　8月5日(木)、9日(月)、10日(火)、11日(水) 　ｵﾝﾗｲﾝ、茨城県 ひたちなか総合運動公園 5

4) 　関東中学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会審判派遣 　8月5日(木)、9日(月)、10日(火)、11日(水) 　ｵﾝﾗｲﾝ、茨城県 ひたちなか総合運動公園 5

5) 　国民体育大会関東ﾌﾞﾛｯｸ大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技審判派遣 　8月20日(金)、21日(土)、22日(日) 　ｵﾝﾗｲﾝ、栃木県 日環ｱﾘｰﾅとちぎﾒｲﾝｱﾘｰﾅ 4



2022.3.31

Ⅰ　主催大会事業

No 種別 事　業　名 開催期日 主　会　場　等 参加ﾁｰﾑ数 結　果

1 全 　東京都ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ夏季選手権大会　　 　6/5.12.19.26.27 　武蔵野総合体育館、駒沢体育館 男子 41  優勝 立教大、第2位 ﾋﾊﾞﾘ･ﾃﾞﾚｯﾀｰｽﾞ、第3位 駒澤大 Simon Tokyo

　兼 第76回国民体育大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技選手選抜大会 　7/3.10.11 女子 12  優勝 東京医療保健大、第2位 Drunkers、第3位 明治大 明治学院大

2 全 　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 　8/28.29 　武蔵野総合体育館 男子 4  優勝 黒田電気Bullet Spirits

　兼 東京都代表決定ﾄｰﾅﾒﾝﾄ大会 女子 3  優勝 東京医療保健大

3 U15 　第1回東京都U15ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 　9/5.19.26 　駒沢屋内球技場、調布中、尾久八幡中、目黒七中、弦巻中 男子 28  優勝 CONFIANZA東京U15、第2位 Tokyo Samurai、第3位 Riverside Fox ｻﾝﾛｯｶｰｽﾞ渋谷U15

　兼 第1回全国U15ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会東京都予選 　10/3.10 　共栄中、小岩四中、白金の丘学園、目黒区民ｾﾝﾀｰ、ﾄﾖﾀ府中ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 女子 20  優勝 八王子市立第一中、第2位 八雲学園中、第3位 実践学園中 共栄学園中

4 全 　東京都ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ秋季選手権大会 　9/25、10/3.9.24 　武蔵野総合体育館、駒沢体育館 男子 39  ベスト8 日本大学、葛飾ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝ、MMF、駒澤大、

 東洋大、ﾋﾊﾞﾘ･ﾃﾞﾚｯﾀｰｽﾞ、株式会社ｴｺ･ﾌﾟﾗﾝ、Simon Tokyo

　11/3.6 女子 3  優勝 Drunker’s

5 3x3 　第8回3ｘ3U18日本選手権東京都予選大会 　8/14 　ｴｽﾌｫﾙﾀｱﾘｰﾅ八王子 男子 10  優勝 SIMON

　10/31 　F1STUDIO 女子 4  優勝 MARS

6 3x3 　第7回3ｘ3OPEN日本選手権東京都予選大会 　12/25 　台東ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 男子 13  優勝 TOKYO DIME

女子 4  優勝 TOKYO DIME

7 一般 　東京都青年大会  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

8 3x3 　TOKYO 3x3 AIRMAX TOURNAMENT 　2022/3/26.27 　TOKYO SPORTS PLAY GROUND  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

Ⅱ　主管大会事業

No 種別 事　業　名 開　催　期　日 主　会　場　等 参加ﾁｰﾑ数 結　果

1 3x3 　(JBA主催)　　　　　　 JAPAN TOUR 2021 in立川　　 　4/17.18 　ﾄﾞｰﾑ立川立飛 OPEN男子 9  優勝 SANJO BEATERS

U12男子 6  優勝 TACHIKAWA DICE

2 3x3 　(JBA主催)　　　　　　 JAPAN TOUR 2021 in立川　　 　5/1.2 　ﾄﾞｰﾑ立川立飛 OPEN男子 9  優勝 SHONAN SEASIDE

U12女子 6  優勝 じゃがりこ

3 3x3 　(JBA主催)　　　　　　 JAPAN TOUR 2021 in立川　　 　5/8.9 　ﾄﾞｰﾑ立川立飛 OPEN男子 9  優勝 SHONAN SEASIDE

U12男子 8  優勝 八王子ｾﾞｳｽ

4 3x3 　(JBA主催)　　　　　　 JAPAN TOUR 2021 in立川　　 　6/12.13 　ﾄﾞｰﾑ立川立飛 OPEN男子 9  優勝 SANJO BEATERS

U12女子 8  優勝 じゃがりこ

5 3x3 　(JBA主催)　　　　　　 JAPAN TOUR 2021 in八王子　　 　8/14 　ｴｽﾌｫﾙﾀｱﾘｰﾅ八王子 OPEN男子 12  優勝 RIOBALL

U12男子 8  優勝 TACHIKAWA DICE

U12女子 14  優勝 Antares

6 3x3 　(JBA主催)　　　　　　 JAPAN TOUR 2021 in立川　　 　9/18.19 　ﾄﾞｰﾑ立川立飛 OPEN男子 9  優勝 HIU ZEROCKETS

U18男子 6  優勝 SIMON U18

7 3x3 　(JBA主催)　　　　　　 JAPAN TOUR 2021 in八王子　　 　2022/1/15 　ｴｽﾌｫﾙﾀｱﾘｰﾅ八王子 OPEN男子 12  優勝 SHONAN SEASIDE

OPEN女子 4  優勝 TOKYO DIME

U12男子 9  優勝 八王子ｾﾞｳｽ

U12女子 3  優勝 Antares

8 3x3 　(JBA主催)　　　　　　 JAPAN TOUR 2021 in八王子　　 　2022/1/15 　ｴｽﾌｫﾙﾀｱﾘｰﾅ八王子 OPEN男子 12  優勝 Sloviento Kamakura

OPEN女子 7  優勝 TOKYO DIME

U15男子 12  優勝 TACHIKAWA DICE

U15女子 6  優勝 SignatureGYM

9 都体協 　(都体協主催)　　　　　第74回都民体育大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技　  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

10 都体協 　(都体協主催)　　　　　都民生涯ｽﾎﾟｰﾂ大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

11 日青協 　(日本青年協議団主催)　全国青年大会  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

2021(令和3)年度　一般社団法人東京都バスケットボール協会競技会予定表



＊東京都連盟主催競技会

No 種別 都　内　競　技　会 開　催　期　日 主　会　場　等

1 U18 　令和3年度 東京都高等学校男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ春季大会 　4/11.18.25.29、 　駒沢体育館、駒沢屋内球技場、都内各高校

　兼 関東大会東京都予選 　5/2.3.4

2 U18 　令和3年度 東京都高等学校女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ春季大会 　4/11.18.25.29、 　都内各高校

　兼 関東大会東京都予選 　5/2.3.4

3 U18 　東京都高等学校体育連盟定時制通信制ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ専門部春季大会 　5/23.30、6/6.12.13 　都内各高校

4 U18 　令和3年度 東京都高等学校総合体育大会男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 　5/23.30、 　駒沢体育館、駒沢屋内球技場、都内各高校

　6/6.13.19.20.25.26.27

5 U18 　令和3年度 東京都高等学校総合体育大会女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 　5/16.23.30、 　駒沢体育館、駒沢屋内球技場、都内各高校

　 　6/6.13.19.20.25.26.27

6 U15 　第60回東京都中学校総合体育大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会 　6/27、7/4.11.18.22 　都内各中学校、駒沢屋内球技場

　兼 第74回東京都中学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会

7 社会人 　全日本社会人O-40ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会東京都予選 　8/14.15 　武蔵野総合体育館

8 社会人 　全日本社会人O-50ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会東京都予選 　8/14.15 　武蔵野総合体育館

9 U18 　東京都高等学校体育連盟定時制通信制ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ専門部秋季大会 　9/20.26、10/3.9.10 　都内各高校

10 U18 　令和3年度 東京都高等学校男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ新人戦支部大会 　10/24.31、11/3.7.14.21 　都内各高校

11 U18 　令和3年度 東京都高等学校男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ全国高等学校選手権大会 　11/3.7.13.14 　駒沢体育館、都駒場高、帝京高、都小山台高、都広尾高、

　東京都代表決定戦 　都日野高、安田学園高、都石神井高、芝学園高

12 U18 　令和3年度 全国高等学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会東京都２次予選 　10/31、11/3.7.14 　都駒場高、都立立川国際高、都野津田高、都豊島高、

　都大泉高、都三鷹中等教育校、

13 社会人 　全日本社会人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会東京都予選 　11/13.27、 　武蔵野総合体育館、深川スポーツセンター、

　12/18.19.25.26 　品川区総合体育館

14 U15 　第72回東京都中学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ新人大会 　1/9.16.23.30、3/26.27 　都内各中学校

15 社会人 　第1回 日本社会人女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｼｯﾌﾟ40東京都予選

16 社会人 　第1回 日本社会人男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｼｯﾌﾟ50東京都予選

17 社会人 　第1回 日本社会人女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｼｯﾌﾟ50東京都予選

18 社会人 　第1回 日本社会人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｼｯﾌﾟ60東京都予選

19 U18 　令和3年度 東京都高等学校男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ新人戦本大会 兼 関東新人大会都予選

20 U18 　令和3年度 東京都高等学校男子支部対抗選抜ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会

21 U18 　令和3年度 東京都高等学校女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ夏季大会

22 U18 　令和3年度 東京都高等学校女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ新人大会

　兼 関東新人大会東京都予選

23 U18 　東京都高等学校体育連盟定時制通信制部第14回選抜交流大会

24 U12 　U12ﾘｰｸﾞ戦(前期)

25 U12 　U12ﾘｰｸﾞ戦(後期)

26 U12 　第25回鈴木正三杯ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ優勝大会

27 専門 　東京都専門学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会

28 専門 　東京都専門学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦

29 専門 　東京都専門学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｵｰﾌﾟﾝ大会

30 ID 　第28回東京ゆうあいﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会

結　果

 男子： 優勝 MMF、第2位 Simon Tokyo、第3位 ﾋﾊﾞﾘ･ﾃﾞﾚｯﾀｰｽﾞ　

 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

 女子： 優勝 都桐ヶ丘高、第2位 都八王子拓真高、第3位 都一橋高、第4位 都浅草高

 男子： 優勝 都浅草高、第2位 都八王子拓真高、第3位 都青梅総合高、第4位 都一橋高

 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

 優勝 八王子学園八王子高、第2位 東海大学菅生高、第3位 國學院大學久我山高、第4位 日本大学豊山高

 第5位 成立学園高、第6位 実践学園高、第7位 日本大学第三高、第8位 専修大学附属高

 優勝 明星学園高、第2位 東京成徳大学高、第3位 八雲学園高、第4位 文化学園大杉並高

 第5位 実践学園高、第6位 佼成学園女子高、第7位 都目黒高、第8位 目黒学院高

 男子： 優勝 都浅草高、第2位 都八王子拓真高、第3位 都一橋高、第4位 都青梅総合高

 女子： 優勝 都八王子拓真高、第2位 都一橋高、第3位 都桐ヶ丘高、第4位 都浅草高

 優勝 実践学園高、第2位 八王子学園八王子高、第3位 東海大学菅生高、第4位 成立学園高

 第5位 國學院大學久我山高、第6位 日本大学豊山高、第7位 専修大学附属高、第8位 都東大和南高

 優勝 明星学園高、第2位 八雲学園高、第3位 東京成徳大学高、第4位 実践学園高

 第5位 文化学園大杉並高、第6位 佼成学園女子高、第7位 都駒場高、第8位 国本女子高

 男子： 優勝 実践学園中、第2位 日本学園中、第3位 世田谷区立烏山中、荒川区立尾久八幡中

 女子： 優勝 八王子市立第一中、第2位 八雲学園中、第3位 実践学園中、八王子市立七国中

 第5位 文化学園大杉並高、第6位 佼成学園女子高、第7位 国本女子高、第8位 都駒場高

 男子: 優勝 東海大学菅生中、第2位 江戸川区立小松川第二中、第3位 世田谷区立梅丘中、港区立六本木中

 優勝 neoうめや

 優勝 neoうめや

 女子： 優勝 Drunkers、第2位 PACHIRA

 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為ﾍﾞｽﾄ4までで中止

 第1支部：優勝 都駒場高、第2位 駒澤大学高、第3位 日本学園高、第4位 駒場東邦高

 第4支部：優勝 帝京高、第2位 豊島学院高、第3位 保善高、第4位 都高島高

 第2支部：優勝 日本大学第三高、第2位 都南平高、第3位 早稲田実業高、第4位 明星高

 第3支部：優勝 都城東高、第2位 足立学園高、第3位 東京成徳大学高、第4位 関東第一高

 優勝 実践学園高、第2位 八王子学園八王子高、第3位 國學院大學久我山高、第4位 東海大学菅生高

 第5位 成立学園高、第6位 専修大学附属高、第7位 日本大学豊山高、第8位 都東大和南高

 優勝 明星学園高、第2位 東京成徳大学高、第3位 八雲学園高、第4位 実践学園高

 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為ﾍﾞｽﾄ32までで中止

 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為ﾍﾞｽﾄ4までで中止

 推薦のみ 推薦ﾁｰﾑなし

 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為途中中断

 女子: 優勝 実践学園中、第2位 世田谷区立梅丘中、第3位 立川市立第五中、大田区立志茂田中

 推薦のみ THE TIME TUNNEL

 推薦のみ NBC

 推薦のみ 男子 Tigre Azzurro 女子 推薦ﾁｰﾑなし



＊関東競技会等

No 種別 都　内　競　技　会 開　催　期　日 主　会　場　等

1 大学 　第70回関東大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 　4/23、6/25.30、 　東京都 大田区総合体育館、神奈川県 ひらつかｻﾝ･ﾗｲﾌｱﾘｰﾅ、秩父宮記念体育館、

　7/2.３.5.6.7.8.9.10.11 　ﾄｯｹｲｾｷｭﾘﾃｨ平塚総合体育館、秋葉台文化体育館、埼玉県 越谷市立総合体育館

2 大学 　第55回関東大学女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 　4/24.25.29 　東京都 駒沢体育館、高尾の森、武蔵野総合体育館、神奈川県 南毛利ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ、

　5/1.2.5.6.7.8.9 　埼玉県  和光市総合体育館、深谷市総合体育館、くまがやﾄﾞｰﾑ、千葉県 浦安市総合体育館、各大学体育館

3 U18 　関東高等学校男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会 　6/5.6 　千葉県 船橋ｱﾘｰﾅ

　兼 第75回関東高等学校男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 　

4 U18 　関東高等学校女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会 　6/12.13 　群馬県 ALSOK ぐんまｱﾘｰﾅ

　兼 第75回関東高等学校女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会

5 U15 　第51回関東中学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会 　8/9.10.11 　茨城県 ひたちなか総合運動公園

6 全 　第76回国民体育大会関東ﾌﾞﾛｯｸ大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 　8/21.22 　栃木県 日環ｱﾘｰﾅとちぎﾒｲﾝｱﾘｰﾅ

 少年女子： 優勝 茨城県、第2位 千葉県、第3位 埼玉県

7 大学 　第71回関東大学女子ﾘｰｸﾞ戦 　1部 9/25～10/30 　東京都 ｴｽﾌｫﾙﾀｱﾘｰﾅ八王子

　2部 9/25～10/31 　埼玉県 ｳｲﾝｸﾞ･ﾊｯﾄ春日部

　3部 9/26～11/13 　各大学体育館

　4部 9/26～11/7

8 大学 　第97回関東大学ﾘｰｸﾞ戦 　1部 10/2～11/7 　東京都 駒沢体育館、駒沢屋内球技場、大田区総合体育館、福生中央体育館、

　2部 9/14～11/6 　神奈川県 とどろきｱﾘｰﾅ、ひらつかｻﾝ･ﾗｲﾌｱﾘｰﾅ、大井町総合体育館、横浜武道館、

　3部 9/14～11/23 　埼玉県 本庄総合公園体育館、川口市立芝ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ、川口市立戸塚ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ、深谷市総合体育館、

　4部 10/16～12/26 　千葉県 船橋市総合体育館、柏市中央体育館、茨城県 ﾘﾘｰｱﾘｰﾅMITO、

　5部 10/16～2022/1/29 　各大学体育館

9 U18 　日清食品ﾘｰｸﾞ U18ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技大会 関東ﾌﾞﾛｯｸ2021 　11/3.7.13.14.20.21.23.27.28 　茨城県 鉾田市総合公園体育館、関東近郊各高校体育館

　12/4.5

10 社会人 　日本社会人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟地域ﾘｰｸﾞ　男子北関東ﾘｰｸﾞ 　6/19～12/12 　関東近郊各体育館

11 社会人 　日本社会人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟地域ﾘｰｸﾞ　男子南関東ﾘｰｸﾞ 　6/19～12/12 　関東近郊各体育館

12 社会人 　日本社会人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟地域ﾘｰｸﾞ　女子東日本ﾘｰｸﾞ(Aﾌﾞﾛｯｸ) 　6/5～12/12 　東日本近郊各体育館

13 社会人 　日本社会人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟地域ﾘｰｸﾞ　女子東日本ﾘｰｸﾞ(Bﾌﾞﾛｯｸ) 　6/5～12/12 　東日本近郊各体育館

14 大学 　第61回関東大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ新人戦 　2022/3/4.5.6.10.11.12.13 　東京都 大田区総合体育館、駒沢体育館

15 社会人 　第4回全日本社会人O-40ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権関東ﾌﾞﾛｯｸ予選

16 社会人 　第4回全日本社会人O-50ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権関東ﾌﾞﾛｯｸ予選

17 社会人 　第4回全日本社会人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会ﾌﾞﾛｯｸ予選

18 大学 　第11回関東大学女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ新人戦

19 U18 　第32回関東高等学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ新人大会

20 U12 　第43回関東ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会

21 ID 　第19回関東特別支援学校・学園ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ交流戦大会

※全国大会･国際大会等につきましては、(公財)日本バスケットボール協会ホームページをご参照ください。

 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

 1部： 優勝 東海大、第2位 日本大、第3位 白鷗大、第4位 専修大

 4部： 優勝 東京経済大、第2位 一橋大、第3位 日本ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂ大、第4位 埼玉大

 優勝 秋田銀行、第2位 ﾐﾂｳﾛｺ、第3位 丸紅、第4位 AFBB

 優勝 大東文化大、第2位 筑波大、第3位 中央大、第4位 専修大

 第5位 日本大、第6位 山梨学院大、第7位 拓殖大、第8位 東洋大

結　果

 成年男子： 優勝 東京都、第2位 千葉県、第3位 神奈川県 埼玉県

 成年女子： 優勝 千葉県、第2位 茨城県、第3位 栃木県 東京都

 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

 優勝 東京医療保健大、第2位 筑波大、第3位 白鷗大、第4位 早稲田大

 第5位 松陰大、第6位 日本体育大、第7位 順天堂大、第8位 立教大

 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

 男子： 優勝 日本体育大学柏高、第2位 桐光学園高、第3位 実践学園高、第4位 前橋育英高

 2部： 優勝 桐蔭横浜大、第2位 松蔭大、第3位 立教大、第4位 順天堂大

 3部： 優勝 茨城大、第2位 流通経済大、第3位 都留文科大、第4位 学習院大

 4部： 優勝 獨協大、第2位 明星大、第3位 朝鮮大、第4位 東京家政大

 優勝 山形銀行、第2位 三井住友銀行、第3位 TOTO、第4位 ﾒﾃﾞｨｾｵ

 2部： 優勝 明治大、第2位 国士舘大、第3位 明星大、第4位 東洋大

 3部： 優勝 山梨学院大、第2位 立教大、第3位 西武文理大、第4位 帝京平成大

 女子： 優勝 昭和学院高、第2位 前橋市立前橋高、第3位 明秀学園日立高、第4位 埼玉栄高

 優勝 日本大、第2位 東海大、第3位 筑波大、第4位 日本体育大

 第5位 専修大、第6位 大東文化大、第7位 白鷗大、第8位 拓殖大

 5部： 優勝 宇都宮大、第2位 国際基督教大、第3位 芝浦工業大、第4位 日本文化大

 少年男子： 優勝 神奈川県、第2位 東京都、第3位 栃木県

 1部： 優勝 東京医療保健大、第2位 白鷗大、第3位 拓殖大、第4位 早稲田大

 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

 男子： 優勝 八千代松陰中、第2位 春日部市立豊野中、第3位 実践学園中 前橋市立第五中

 Aﾌﾞﾛｯｸ 優勝 前橋育英高、八王子学園八王子高、第3位 桐光学園高 正智深谷高

 Bﾌﾞﾛｯｸ 優勝 つくば集英高、第2位 実践学園高、第3位 成立学園高 県立八千代高

 Aﾌﾞﾛｯｸ 優勝 明星学園高、昭和学院高、第3位 桐生市立商業高 八雲学園高

 Bﾌﾞﾛｯｸ 優勝 柏市立柏高、第2位 実践学園高、第3位 太田市立太田高 船橋市立船橋高

 女子： 優勝 昭和学院中、第2位 市川市立第三中、第3位 宇都宮市立陽南中 春日部市立豊野中

 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為中止

 優勝 横河電機WILDBLUE、第2位 日本無線、第3位 日立金属ﾌﾞﾙﾄﾞｯｸﾞｽ、第4位 曙ﾌﾞﾚｰｷ工業

 優勝 黒田電気BulletSpirits、第2位 富士通、第3位 三井住友銀行、第4位 新生紙ﾊﾟﾙﾌﾟ商事(株)


