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２０２２(令和４)年度 一般社団法人東京都バスケットボール協会事業計画書 

 

一般社団法人東京都バスケットボール協会 

＜ 方 針 ＞ 

   (公財)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、 

   (一社)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、安全な競技環境を構築していく 

 

＜ 重点実施事項 ＞ 

１． 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及び公表 

 

２． 新型コロナウイルス感染防止対策 

  参加者の安全に配慮した新型コロナウイルス感染防止を取りながら競技環境を構築し、 

  競技大会、講習会等の開催を進めていく  

 

３． 競技力向上事業( 競技スポーツと生涯スポーツ ) 

  コーチコミッティ―と連携し、強化・育成活動を推進する 

  ① アンダーカテゴリー分野のリーグ戦の推進！ 

  ② 若年層の審判技術の向上を目指す( 全チーム資格取得審判員 ) 

  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 ) 

 

４． ジュニア（アンダーカテゴリー）育成環境整備 

  次世代を担うアンダーカテゴリーの育成環境構築( 組織的活動へ ) 

  関東バスケットボール協会との連携推進( U12・U14・U15・U16 ) 

 

５． 人材 育成事業（指導者・審判関連） 

 審判・指導者の育成養成活動の積極的な取り組み( ライセンス管理・講習会 ) 

 新 JBA TO と委員会との連携構築( TO・スタッツの育成、国際レベルの人材育成 ) 

 

６． ＪＢＡインテグリティー委員会との連携( 暴力暴言の根絶に向けて ) 

  バスケットボール競技に対する暴力・暴言の根絶を目指す！   

 ① インテグリティ( 誠実さ・真摯さ・高潔さ ) 

 ② クリーンバスケット( オフコートでのあり方 ) クリーンザゲーム( オンコートのあり方 ) 

 ③ 人間力( プレーヤー ) 指導力( プレーヤーの育成、強化 ) 組織力( 運営 ) 



2022.3.31

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

1 都協 　審判総会 　4月中旬予定 　未定

2 都協 　フィットネス 　随時開催 　未定

3 都協 　A級審査会(第一次) 　7月上旬予定 　東京都夏季選手権大会を使用予定

4 都協 　第一次女性B級審判員講習会 　8月上旬予定 　全国定時制通信制高校大会を使用予定

5 都協 　第二次女性B級審判員講習会 　10月上旬予定 　東京都青年大会を使用予定

6 都協 　A級審査会(第二次) 　9月中旬予定 　地域リーグを使用予定

7 都協 　B級審判審査会 　11月上旬予定 　全国青年大会、東京都社会人ﾘｰｸﾞを使用予定

8 都協 　B級取得三年目講習会 　3月上旬予定 　高校生練習試合を使用予定

9 U12 　U12カテゴリー部会B級更新講習会 　連盟ごとに随時開催 　都内各小学校　他

10 U12 　U12カテゴリー部会C級審査会 　連盟ごとに随時開催 　都内各小学校　他

11 U12 　U12カテゴリー部会C級強化講習会 　連盟ごとに随時開催 　都内各小学校　他

12 U12 　U12カテゴリー部会D級審査会 　連盟ごとに随時開催 　都内各小学校　他

13 U12 　U12カテゴリー部会D級強化講習会 　連盟ごとに随時開催 　都内各小学校　他

14 U15 　中体連B級更新講習会　　　 　連盟ごとに随時開催 　都内各中学校

15 U15 　中体連C級審査会 　連盟ごとに随時開催 　都内各中学校

16 U15 　中体連C級強化講習会 　連盟ごとに随時開催 　都内各中学校

17 U15 　中体連D級審査会 　連盟ごとに随時開催 　都内各中学校

18 U15 　中体連D級強化講習会 　連盟ごとに随時開催 　都内各中学校

19 U18 　高体連男子専門部B級更新講習会　　　　 　連盟ごとに随時開催 　都内各高校

20 U18 　高体連男子専門部C級審査会 　連盟ごとに随時開催 　都内各高校

21 U18 　高体連男子専門部C級強化講習会 　連盟ごとに随時開催 　都内各高校

22 U18 　高体連男子専門部D級審査会 　連盟ごとに随時開催 　都内各高校

23 U18 　高体連男子専門部D級強化講習会 　連盟ごとに随時開催 　都内各高校

24 U18 　高体連女子専門部B級更新講習会　　　　 　連盟ごとに随時開催 　都内各高校

25 U18 　高体連女子専門部C級審査会 　連盟ごとに随時開催 　都内各高校

26 U18 　高体連女子専門部C級強化講習会 　連盟ごとに随時開催 　都内各高校

27 U18 　高体連女子専門部D級審査会 　連盟ごとに随時開催 　都内各高校

28 U18 　高体連女子専門部D級更新講習会 　連盟ごとに随時開催 　都内各高校

29 大学 　大学連盟B級更新講習会　　　　 　連盟ごとに随時開催 　都内体育館　他

30 大学 　大学連盟C級審査会 　連盟ごとに随時開催 　都内体育館　他

31 大学 　大学連盟D級審査会 　連盟ごとに随時開催 　都内体育館　他

32 社会人 　社会人連盟B級更新講習会　　　　 　連盟ごとに随時開催 　都内体育館　他

33 社会人 　社会人連盟C級審査会 　連盟ごとに随時開催 　都内体育館　他

34 社会人 　社会人連盟C級強化講習会 　連盟ごとに随時開催 　都内体育館　他

35 社会人 　社会人連盟D級審査会 　連盟ごとに随時開催 　都内体育館　他

36 社会人 　社会人連盟D級更新講習会 　連盟ごとに随時開催 　都内体育館　他

2）指導者養成講習会

No 種別 事　業　名 開　催　期　日 主　会　場　等

1 都協 　JBA公認C級コーチ養成講習会 　9月18日(日)、19日(月)、25日(日) 　学校法人文化学園　他

2 都協 　JBA公認D級コーチ養成講習会 　① 6月19日(日)、26日(日) 　学校法人文化学園　他

　② 7月10(日)、17日(日)

　③ 12月17日(土)、18日(日)

3 都協 　都協会主催JBA公認コーチリフレッシュ講習会 　未定(年6回開催予定) 　文京区会議室　他

4 各ｶﾃｺﾞﾘｰ 　連盟主催JBA公認コーチリフレッシュ講習会 　未定(年12回開催予定) 　各連盟による

5 JBA 　(JBA主催)　JBA公認S級･A級･B級級コーチ養成講習会受講者推薦 　未定 　推薦のみ

2022(令和4)年度　一般社団法人東京都バスケットボール協会事業予定表



3）TO講習会

No 種別 事　業　名 開　催　期　日 主　会　場　等

1 都協 　TO新規講習会(3ｘ3) 　2022年春 　オンライン

2 都協 　TO伝達講習会(3ｘ3) 　2022年春 　オンライン

3 都協 　TO新規講習会 　6月予定 　東京都夏季選手権会場等(予定)

4 都協 　TO伝達講習会 　8月予定 　オンライン

5 都協 　スタッツ新規講習会 　6月予定 　オンライン

6 都協 　スタッツ補助新規講習会 　8月予定 　オンライン

7 都協 　スタッツ練習会 　6月～9月月予定 　オンライン、JBA会議室等

8 都協 　TO練習会 　6月～7月予定 　東京都夏季選手権会場等(予定)

9 都協 　全国研修会 　6月～9月予定 　JBA指定の大会

10 都協 　関東ブロックTO研修会 　8月予定 　JBA指定の大会

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

1 U12 　育成センターU12 　未定 　都内小学校　他

2 U15 　育成センター男子U13/14 　未定 　都内中学校　他

3 U15 　育成センター女子U13/14 　未定 　都内中学校　他

4 U15 　U15ジュニア強化男子 　未定 　都内高校、中学校　他

5 U15 　U15ジュニア強化女子 　未定 　都内高校、中学校　他

6 U15 　U15ジュニア強化ドーピング講習会 　未定 　都内高校、中学校　他

7 U18 　育成センター男子U16 　5月～ 　都内高校　他

8 U18 　育成センター女子U16 　未定 　都内高校　他

5）アンダーカテゴリー

No 種別 事　業　名 開　催　期　日 主　会　場　等

1 U15 　U15リーグ戦 　5月7日(土)~7月31日(日) 　都内各中学校　他

2 U18 　U18リーグ戦 　7月18日(月祝)～12月下旬 　都内各高校　他

　＊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

1 3x3 　School Tour 　随時 　都内各高校、中学校　他

2 3x3 　(協力)　JAPANTOUR EXTREME(東京会場) 　未定 　立飛ドーム

3 3x3 　(協力)　TOKYO DIME 3x3 U15普及大会 　未定 　渋谷区東スポーツセンター

4 3x3 　(協力)　立川ダイス3x3イベント 　未定 　立飛ドーム

5 3x3 　(協力)　3x3 F1 TOURNAMENT(東京会場) 　未定 　F1STUDIO

6 3x3 　(協力)　レッドブル3x3イベント(東京会場) 　未定 　都内各会場

7 3x3 　(協力)　3x3女子大会(東京会場) 　未定 　F1STUDIO

8 3x3 　(協力)　T3LEAGUE 　未定 　有明スポーツセンター

8）トレーナーバンク

No 種別 事　業　名 開　催　期　日 主　会　場　等

1 日体協 　(日本スポーツ協会主催)　公認AT養成講習会受講者推薦 　未定 　推薦のみ

2 東京都 　(東京都主催)　東京都テクニカルサポート事業スポーツ医・科学人材バンク登録･派遣 　随時 　各派遣会場



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

1 都協 　国体少年男子強化活動 　未定 　都内各体育館　他

2 都協 　国体少年女子強化活動 　未定 　都内各体育館　他

3 都協 　国体成年男子強化活動 　未定 　都内各体育館　他

4 都協 　国体成年女子強化活動 　未定 　都内各体育館　他

5 都協 　4種別ドーピング講習会 　未定 　都内各体育館　他

2）国体派遣

No 種別 事　業　名 開　催　期　日 主　会　場　等

1 都協 　第77回国民体育大会関東ブロック大会 　8月20日(土)、21日(日) 　東京都　武蔵野の森総合スポーツプラザ

2 都協 　国体結団式 　9月 　未定

3 都協 　第77回国民体育大会 　10月2日(日)~6日(木) 　栃木県　日環ｱﾘｰﾅとちぎﾒｲﾝｱﾘｰﾅ

4 都協 　国体解団式 　11月 　未定

3）東京アスリート強化

No 種別 事　業　名 開　催　期　日 主　会　場　等

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 　未定 　推薦のみ

Ⅲ　表彰事業

No 種別 事　業　名 開　催　期　日 主　会　場　等

1 都協 　東京都バスケットボール協会年間表彰 　3月 　なし

2 都協 　東京都バスケットボール協会主催大会表彰 　随時 　各大会最終日会場

3 都協 　東京都連盟大会表彰 　随時 　各大会最終日会場

4 JBA 　(JBA主催)　　　選手育成指導者表彰 　未定 　推薦のみ

5 JBA 　(JBA主催)　　　功労者表彰 　未定 　推薦のみ

6 体協 　(都体協主催)　　国民体育大会功労者表彰 　未定 　推薦のみ

7 体協 　(都体協主催)　　生涯スポーツ功労者・生涯スポーツ優良団体表彰 　未定 　推薦のみ

8 体協 　(日体協主催)　　日本スポーツグランプリ 　未定 　推薦のみ

Ⅳ　会議

No 種別 事　業　名 開　催　期　日 主　会　場　等

1 都協 　社員総会 　6月25(土) 　オンライン、JBA会議室　他

2 都協 　理事会 　5月26(木)、6月25日(土)、7月7日(木)、 　オンライン、JBA会議室　他

　10月13日(木)、2023年3月23日(木)

3 都協 　常務会 　随時 　オンライン、JBA会議室　他

4 都協 　委員長会議 　随時 　オンライン、JBA会議室　他

5 都協 　委員会会議 　随時 　オンライン、JBA会議室　他



Ⅴ　派遣事業

1）会議派遣

No 種別 事　業　名 開　催　期　日 主　会　場　等

1 JBA 　(JBA主催)　　　定時評議員会 　未定 　未定

2 JBA 　(JBA主催)　　　全国専務理事連絡会 　未定 　未定

3 JBA 　(JBA主催)　　　都道府県連絡会 　未定 　未定

4 JBA 　(JBA主催)　　　全国審判長会議 　未定 　未定

5 JBA 　(JBA主催)　　　全国指導者養成委員長会議 　未定 　未定

6 JBA 　(JBA主催)　　　全国マンツーマンディレクター会議 　未定 　未定

7 JBA 　(JBA主催)　　　U12/U15/U18カテゴリー全国部会長会議 　未定 　未定

9 JBA 　(JBA主催)　　　U12/U15/U18カテゴリーブロック別連絡会議(関東) 　未定 　未定

8 JBA 　(JBA主催)　　　都道府県ユース育成担当者ブロック連絡会議(関東) 　未定 　未定

10 JBA 　(JBA主催)　　　ウィンターカップ実施委員会 　未定 　未定

11 関東 　(関東協会主催)　関東協会専務理事会(会長会議、合同会議) 　未定 　未定

12 関東 　(関東協会主催)　関東審判委員会 　未定 　未定

13 体協 　(都体協主催)　　幹部中央研修会 　未定 　未定

14 体協 　(都体協主催)　　加盟団体代表者会議 　未定 　未定

15 体協 　(都体協主催)　　加盟団体事務局長会議 　未定 　未定

16 体協 　(都体協主催)　　体育大会委員会 　未定 　未定

17 体協 　(都体協主催)　　競技力向上委員会 　未定 　未定

18 体協 　(都体協主催)　　主催大会事業説明会 　未定 　未定

19 体協 　(都体協主催)　　都民体大会担当者説明会 　未定 　未定

20 体協 　(都体協主催)　　都民生涯スポーツ大会運営委員会 　未定 　未定

2）大会等派遣

No 種別 事　業　名 開　催　期　日 主　会　場　等

1 JBA 　(JBA主催)　　　U12/U15/U18/一般 全国大会審判派遣 　未定 　未定

2 JBA 　(JBA主催)　　　U12/U15/U18/一般 関東大会審判派遣 　未定 　未定

3 JBA 　(JBA主催)　　　U12/U15 全国大会マンツーマンコミッショナー派遣 　未定 　未定

4 JBA 　(JBA主催)　　　U12/U15 関東大会マンツーマンコミッショナー派遣 　未定 　未定

5 JBA 　(JBA主催)　　　U12/U15/U18 ブロック育成センター 　未定 　未定

6 JBA 　(JBA主催)　　　U14/U16 DC伝達講習会 　未定 　未定



2022.3.31

Ⅰ　主催大会事業

No 種別 事　業　名 開催期日 主　会　場　等

1 全 　東京都バスケットボール夏季選手権大会　　 　6/4.5.11.12.18.19.25.26 　駒沢屋内球技場、武蔵野総合体育館、有明スポーツセンター

　兼 第77回国民体育大会バスケットボール競技選手選抜大会 　7/2 　深川スポーツセンター

2 一般 　令和4年度 マスターズ東京都予選会 　7/9.10 　武蔵野総合体育館

3 全 　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 　8/27.28 　駒沢屋内球技場、武蔵野総合体育館

　兼 東京都代表決定トーナメント大会

4 一般 　東京都青年大会 　9/3.4.10.17.19.23 　駒沢屋内球技場、武蔵野総合体育館

5 U15 　第3回東京都U15バスケットボール選手権大会 　9/11.17.24 　未定

　兼 第3回全国U15バスケットボール選手権大会東京都予選 　10/2.9

6 全 　東京都バスケットボール秋季選手権大会 　11/3.5.19.23.26 　駒沢屋内球技場、武蔵野総合体育館、深川スポーツセンター

　12/11.18.24.25 　江東区スポーツ会館

7 3x3 　第9回3ｘ3U18日本選手権東京都予選大会 　8月～10月 　有明スポーツセンター、台東リバーサイドスポーツセンター

8 3x3 　第8回3ｘ3OPEN日本選手権東京都予選大会 　11月～1月 　有明スポーツセンター、台東リバーサイドスポーツセンター

Ⅱ　主管大会事業

No 種別 事　業　名 開　催　期　日 主　会　場　等

1 都体協 　(都体協主催)　　　　　第75回都民体育大会バスケットボール競技　 　5/7.8.14.21.22.29 　駒沢屋内球技場、武蔵野の森総合スポーツプラザ、港区スポーツセンター

2 都体協 　(都体協主催)　　　　　都民生涯スポーツ大会バスケットボール競技 　9/3.4.10.11 　駒沢体育館、駒沢屋内球技場、港区スポーツセンター

3 日青協 　(日本青年協議団主催)　全国青年大会 　11/12.13.14 　東京体育館

＊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 　東京都高等学校男子バスケットボール春季大会 　4/17.24.29 　都内各高校、武蔵野の森総合スポーツプラザ、駒沢屋内球技場

　兼 関東大会東京都予選 　5/1.3.4.5

2 U18 　東京都高等学校女子バスケットボール春季大会 　4/10.17.24.29 　都内各高校　他

　兼 関東大会東京都予選 　5/1.3.4

3 U18 　東京都高等学校総合体育大会女子バスケットボール競技 　5/15.22.29 　都内各高校　他

　6/5.12.18.19.24.25.26

4 U18 　東京都高等学校定時制通信制バスケットボール春季大会 　5/22.29、6/5.11.12 　都内各高校

5 U18 　東京都高等学校総合体育大会男子バスケットボール競技 兼 WC第1次予選 　5/22.29 　都内各高校、駒沢体育館

　 　6/5.12.18.19.24.25.26

6 U12 　U12リーグ戦 　6月~11月 　都内各小学校　

7 U15 　第61回東京都中学校総合体育大会バスケットボール大会 　7/24.25.27.30.31 　都内各中学校、駒沢屋内球技場

　兼 第75回東京都中学校バスケットボール選手権大会

8 社会人 　全日本社会人O-40バスケットボール選手権大会東京都予選 　8/6.7 　武蔵野総合体育館

9 社会人 　全日本社会人O-50バスケットボール選手権大会東京都予選 　8/6.7 　武蔵野総合体育館

10 社会人 　日本社会人OAバスケットボールフレンドリーマッチ東京都予選 　8/6.7 　武蔵野総合体育館

11 U18 　東京都高等学校女子バスケットボール夏季大会 　8/21.22.23.24 　都内各高校　他

12 社会人 　全日本社会人バスケットボール選手権大会東京都予選 　9/23～10/29 　武蔵野総合体育館、有明スポーツセンター　他

13 U18 　東京都高等学校定時制通信制部バスケットボール秋季大会 　10/2.9.16.22.23 　都内各高校

14 U18 　東京都高等学校男子バスケットボール新人戦支部大会 　10/23.30、11/3.6.13.20 　都内各高校　他

15 U18 　東京都高等学校女子バスケットボール全国高等学校選手権大会東京都代表決定戦 　10/30、11/3.6.13 　都内各高校　他

16 U18 　東京都高等学校男子バスケットボール全国高等学校選手権大会東京都代表決定戦 　10/30、11/3.6.12 　都内各高校、駒沢体育館

17 U18 　東京都高等学校女子バスケットボール新人戦本大会 兼 関東新人大会都予選 　11/3.6.13.20.23 　都内各高校　他

　 　2023/1/8.9.15.21.22

18 ID 　第28回東京ゆうあいバスケットボール選手権大会 　12/25～2023/1/29 　板橋区立小豆沢体育館、都内特別支援学校体育館　他

19 U18 　東京都高等学校男子バスケットボール新人戦本大会 兼 関東新人大会都予選 　2022/1/7.8.9.15.21.22 　都内各高校、駒沢屋内球技場

20 U12 　第26回鈴木正三杯ミニバスケットボール優勝大会　 　2023/1/8.9.15.22.29 　都内各小学校　他

21 U15 　第73回東京都中学校バスケットボール新人大会 　2023/1/15.22.29、2/5.12 　都内各中学校、駒沢体育館

22 U18 　東京都高等学校男子支部対抗選抜バスケットボール大会 　2023/2/11 　駒沢屋内球技場

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 　2023/2/12 　未定

24 専門 　東京都専門学校バスケットボール選手権大会 　未定 　未定

25 専門 　東京都専門学校バスケットボール秋季リーグ戦 　未定 　未定

26 専門 　東京都専門学校バスケットボールオープン大会 　未定 　未定

2022(令和4)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



＊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71回関東大学バスケットボール選手権大会 　4/23～5/9 　未定

2 大学 　第56回関東大学女子バスケットボール選手権大会 　4/23～5/8 　東京都　　駒沢体育館、代々木第二体育館、各大学体育館

3 大学 　第12回関東大学女子バスケットボール新人戦 　5/21～6/21 　埼玉県　　ウイング・ハット春日部、各大学体育館

4 U18 　関東高等学校男子バスケットボール大会 　6/4.5 　神奈川県　小田原市

　兼 第76回関東高等学校男子バスケットボール選手権大会 　

5 U18 　関東高等学校女子バスケットボール大会 　6/111.12 　栃木県　　

　兼 第76回関東高等学校女子バスケットボール選手権大会

6 社会人 　日本社会人バスケットボール連盟地域リーグ　男子北関東リーグ 　6月～12月 　各都県体育館

7 社会人 　日本社会人バスケットボール連盟地域リーグ　男子南関東リーグ 　6月～12月 　各都県体育館

8 社会人 　日本社会人バスケットボール連盟地域リーグ　女子東日本リーグ(A･Bブロック) 　6月～12月 　各都県体育館

9 U15 　第52回関東中学バスケットボール大会 　8月 　東京都

10 全 　第77回国民体育大会関東ブロック大会 　8/20.21 　東京都　　武蔵野の森総合スポーツプラザ

11 ID 　第19回関東特別支援学校・学園バスケットボール交流戦大会 　7/27 　東京都　　板橋区立小豆沢体育館

12 社会人 　第5回全日本社会人O-40バスケットボール選手権関東ブロック予選 　9/17.18 　山梨県　　小瀬スポ－ツ公園体育館、緑が丘スポ－ツ公園体育館

13 社会人 　第5回全日本社会人O-50バスケットボール選手権関東ブロック予選 　9/17.18 　山梨県　　小瀬スポ－ツ公園体育館、緑が丘スポ－ツ公園体育館

14 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ブロック予選 　12/3.4 　埼玉県　　深谷市総合体育館

15 U18 　第32回関東高等学校バスケットボール新人大会 　2023/2/11.12 　神奈川県　小田原市

16 U12 　第44回関東ミニバスケットボール大会 　2023/3/4.5 　群馬県　　ALSOK ぐんまアリーナ

17 大学 　第98回関東大学リーグ戦 　未定 　未定

18 大学 　第72回関東大学女子リーグ戦 　未定 　未定

19 大学 　第62回関東大学バスケットボール新人戦 　未定 　未定

20 U18 　関東U18リーグ戦トップリーグ 　未定 　未定

21 U18 　関東U17強化練習会 　2023/2/11.12 　東京都　　未定

22 U15 　U13都県DC関東交流会 　2023/3月 　未定

23 U15 　U14都県DC関東交流会 　2023/3月 　未定

※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。


