
 

 ２ ０ ２ ０ 年 度 
 

小田原バスケットボール協会定期総会 
 

(ホームページ掲載用) 
 

≪次 第≫ 

 

１ 開会の言葉                               徳田 孝行 副会長 

 

２ 会長挨拶                                牧島 かれん 会長 

 

３ 報告事項（２０１９年度事業報告など） 

(1) 一般報告                    高久 明美 理事長 

 (2) 総務委員会                   上野 裕道 総務委員長 

 (3) 渉外委員会                   梅澤 耕一 渉外委員長 

 (4) 競技委員会                   小林 純一 競技委員長 

 (5) 強化技術委員会                 永山 健治 強化技術委員長 

 (6) 審判委員会                   神尾 博文 審判委員長 

 (7) 審判審査委員会                 曽我 浩一 審判審査委員長 

 (8) 選手選考委員会                 徳田 孝行 選手選考委員長 

 (9) 医科学委員会                  上野 裕道 医科学委員長 

 (10) 危機管理委員会                 稲毛 英則 危機管理委員長 

 

４ 審議事項 

(1) ２０１９年度決算                山口 理恵 財務担当 

   会計監査報告                  稲毛 真弓 会計監査委員 

                            

 (2) ２０２０年度事業計画 

  ①総務委員会                   上野 裕道 総務委員長 

  ②渉外委員会                   梅澤 耕一 渉外委員長 

  ③競技委員会                   小林 純一 競技委員長 

  ④強化技術委員会                 永山 健治 強化技術委員長 

  ⑤審判委員会                   神尾 博文 審判委員長 

  ⑥選手選考委員会                 徳田 孝行 選手選考委員長 

  ⑦医科学委員会                  上野 裕道 医科学委員長 

  ⑧危機管理委員会                 稲毛 英則 危機管理委員長 

 

 (3) ２０２０年度予算                山口 理恵 財務担当 

 

(4) 規約条文改正 

 

(5) 役員改選 

 

 (6) その他 
 

５ その他 

 

６ 閉会の言葉                               岩崎 進 副会長 

 



 

 

２０１９年度 総務委員会 事業報告 

 

１. 会議関係（役員派遣含む） 

(1) 総務委員会（神奈川県バスケットボール協会） 

５/３０  県協会総務部会（県協会事務所） 

９/１７  県協会総務部会（県協会事務所） 

１１/１２  県協会総務部会（県協会事務所） 

１２/ ７  柿沼会長 生涯スポーツ功労者受賞記念祝賀会 

 ２/１８  県協会総務部会（県協会事務所） 

 ３/１０  功労者表彰及び祝賀会（新横浜国際ホテル） 

       ＊新型コロナウイルスの感染予防のため中止 

(2) 総務委員会（小田原バスケットボール協会） 

  １/２２  総務委員会（バスケットボール祭プログラム作成） 

 

(3) 小田原バスケットボール協会常任理事会 

４/２２  第１回常任理事会 （牧島かれん 事務所） 

５/２２  第２回常任理事会 （小田原アリーナ 小会議室） 

６/１９  第３回常任理事会 （小田原アリーナ 小会議室） 

７/１７  第４回常任理事会 （生涯学習センター けやき） 

９/ ２  第５回常任理事会 （生涯学習センター けやき） 

１０/ ２   第６回常任理事会 （小田原アリーナ 小会議室） 

１１/１３  第７回常任理事会 （小田原アリーナ 小会議室） 

１２/１６  第８回常任理事会 （小田原アリーナ 大会議室） 

１/１９  第９回常任理事会 （小田原アリーナ 小会議室） 

２/ ５  第１０回常任理事会（生涯学習センター けやき） 

３/ ９  第１１回常任理事会（牧島かれん 事務所） 

 

(4) 行事関係 

４/ ６  ２０１９年度定期総会(おだわら市民交流センターＵＭＥＣＯ) 

    ２/２９  第４７回小田原地区総合バスケットボール祭（小田原アリーナ） 

          ＊新型コロナウイルスの感染予防のため中止 

２．運営について 

 (1) 会議開催通知の送付と準備及び運営    (2) 協会登録の準備と総括及び手続き 

 (3) 協会予算の立案と執行（財務担当）    (4) 関係事業の企画と運営 



 

２０１９年度 渉外委員会 事業報告 

 

１.県協会との連携 

・ 県協会部会、事業への参加 

① 県協会事業・渉外部会(6/4、7/26、2020/1/6) 

② 県ミニバス連盟４０周年記念大会最終日 ビデオ撮影作業協力 

   (2020/1/25) 

               

２.小田原協会公式のホームページ構築・運営 

・ホームページ担当打ち合わせ(5/24) 

 

３.広報活動 

・６/３０に、小田原市体育協会主催で開催された「第１回ミニバス

３×３大会」の広報活動に協力しました。 

・小田原地区総合バスケットボール祭でのキッチンカー出店業者や

物販業者を増す為の活動を行いましたが、「新型コロナウィルスの

感染予防の為に開催中止」となり、各業者にご迷惑をおかけした

事をお詫びするとともに、来年度のイベント活動での協力依頼を

行いました。 



２０１９年度競技委員会活動報告 

 ２０１９年度は、県高校関東予選大会男子（立花学園）が第４位で関東大会出場、また、県中学新人大会男子（酒匂）

優勝の大活躍がありました。また、県中学総体女子（鴨宮）がベスト８と活躍が拡がっています。 

一方、協会最大イベントの第４７回小田原地区総合バスケットボール祭が、新型コロナウィルス感染拡大の影響から、や

むを得ず「中止」となりました。４７回を積み上げてきた歴史ある小田原地区総合バスケットボール祭で初めての「中止」

であり残念な結果となりました。本年もイベントや各種大会の競技運営に各パート競技委員、関係役員の多大なご協力を

いただき、ありがとうございました。 

１．県競技委員会関係活動                             太字：地区開催支援 

２．地区協会競技委員会関係活動 

３． 公共体育施設利用申し込み及び調整会議出席（２０２０年度競技日程案を参照下さい） 

例年通り、競技日程により公共体育施設の利用確保を進めています。 

・年々会場確保が困難になっています。オリンピック（キャンプ地）関係で県内他地区の公共体育施設確保困難と

のことから、県西地区への依頼数の増加と、他競技団体全般の大会開催が多くなっています。  

・社会人の会場は、小田原スポーツ会館の確保枠が例年通りの数でした。このことから、南足柄市体育センターの

ご協力で利用確保を増やしています。が、２０２０年度についても、箱根・真鶴・湯河原町立体育館・西湘地区

体育センターなどを含めて、年間予約を円滑に進めていきたいと思います。  

以下は、例年の優先予約方法です。 

日 時 内  容 日 時 内  容 

４／１６ 今年度競技日程確認 ９／２８ 県３×３関係（大井町総合体育館） 

５／１２ 県社会人O-40・O-50（大井町総合体育館） １０／１９ 県３×３関係（大井町総合体育館） 

５／１５ 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ予選代表者会議 

国体関東ﾌﾞﾛｯｸ大会検討 

１０／３１ 
理事会報告その他 

６／２６ 理事会報告その他県総合大会抽選 １１／２９ 理事会報告・来年度日程 

７／１５ 県総合（大井町総合体育館） １２／８ ENJYOY交歓会（南足柄市体育センター） 

８／２８ 理事会報告 ３Ｘ３高校の部 

国体関東ﾌﾞﾛｯｸ大会準備委員会検討 

１／１４ 理事会報告・要項審議・来年度日程 

９／２５ 県３×３関係（大井町総合体育館） ２／６ 理事会報告・要項審議・来年度日程 

日  時 内  容 

４／初～８月 競技日程確認と公共体育館確認（未確保の分） 

10/19～10/20 在日韓国全国大会支援  

11/初～2/末 小田原地区総合バスケットボール祭日程作成、任務分担及び作業／２０２０年度競技予定確認と先行予約申請 

１月～２月 ２０２０年度公共体育施設先行予約調整 

１／２５ 県ミニ連盟４０周年記念大会最終日（小田原アリーナ） 

県高校新人大会最終日支援（南足柄市体育センター） 

２／６ ２０２０年度度競技予定と体育館確保状況確認 

（小田原アリーナ/南足柄市体育センター/西湘地区体育センター／大井町総合体育館） 

２／１０～ ２０２０年度競技確認（小田原スポーツ会館確定状況）／２０１９年度競技結果打ち込み要請 

 先行申込締め切り時期 先行申込確定時期 通常申し込み 

小田原アリーナ 

関東大会以上 １１／初め １２／末  

１２／中旬 

書類提出 

１／下旬 

調整会議開催（１／初） 

３ヶ月前 ・ＴＥＬ 

０４６５－３８－１１４８ 

南足柄市体育センター 
１／年始 

書類提出 

２／中旬 

逐次調整依頼 

４ヶ月前 ・ＩＴ利用 

＊下記参照 

大井町総合体育館 
１２／中旬 

書類提出 

２／初旬  

個別調整実施(通常無) 

３ヶ月前 ・ＴＥＬ 

０４６５－８２－９７９９ 

西湘地区体育センター 
１２／下旬～ 

ＩＴ入力 

１／中旬 

＊調整会議有り 

１ヶ月前 ・ＩＴ利用 

＊下記参照 

小田原スポーツ会館 

（社会人優先） 

１２月／下旬 

書類提出 
２月中旬 

２ヶ月前（調整・相談） 

０４６５－２３－２４６５ 

星槎レイクアリーナ箱根 優先予約制なし － 
１年前同日よりＴＥＬ 

０４６０－８６－３３００ 

真鶴町立体育館 優先予約制なし － 体育課と相談 

湯河原町立体育館 優先予約制なし ― 体育課と相談 



【先行予約に関する情報交換について】 

先行申込については、協会で一括処理（Ｕ１２／中学／高校／社会人／ENJYOY／県協会依頼分）の場合と、中体連

と高体連で一括処理（地区関係について／県大会については協会申込）する場合があります。今年度も、中体連の

大会について、事前に情報いただき体育館との調整を円滑に進めることができました。協会として一層情報交換し

て、円滑に処理していきたいと思います。 

●ＩＴ予約 西湘地区体育センター 

＊通常予約については、インターネット上で空き状況を確認して１ヶ月前から受付され、システム上で自動

抽選されます。インターネット上で抽選結果を確認し、利用可の場合は確定の作業が必要です。 

＊利用時には利用団体カードの提示が必要です。カードは、Ｕ１２競技委員が保管しています。 

小田原バスケットボール協会の申し込みで利用されるときは、Ｕ１２競技委員から借りてください。 

 

 

 

 

    

利用申し込み時（通常１ヶ月前）に大会要項を必ず携帯してください。 

 

●ＩＴ予約 マロニエ・けやき広場・南足柄市体育センター共通パスワード 

 ＊小田原ミニ連盟利用時は、カード番号： 

   

 

 

 

 

南足柄市／小田原市の公共施設予約システムで利用可能です。 

今後、社会人及び Enjoyはこのパスワードをご利用ください。 

４．公共体育館の利用についての変更点及び、器具補修について 

  ・大井町総合体育館のメインコート使用について 

   大井町総合体育館から「メインコート設置場所の床補修が未実施なので、当面メインコートでの利用を遠慮くださ

い」との依頼がありました。床補修工事実施時期については、未定です。 

  ・小田原アリーナの電光表示盤の更新と操作習熟状況について 

２０１９年２月に電光表示盤が FUJITSU のシステムに更新されましたが、利用時には小田原アリーナ側のサポー

トをいただいています。８月開催の関東ブロックミニ国体のＴＯチームの講習会を進めていただいていますが、操

作方法や利用方法など充実していきます。 

 ５．年間活動の反省 

  ・公共体育施設の利用については、先行予約を本申請にする必要があります。利用日の１か月前に必ず体育施設と

打ち合わせしてください。小田原アリーナ／大井町総合体育館／西湘地区体育センターについては、本申請時に

利用料金を支払う必要があります。また、マロニエ／けやき広場などで会議室利用する場合、利用責任者の連絡

と事前に料金を支払う必要があります。予約時に小田原協会だけでなく利用責任者を必ず連絡ください。 

  ・２０１９年度、特に県大会最終日の県西地区公共体育施設の依頼が重複しました。このことで、南足柄市体育セ

ンター利用時に割当された民間企業の駐車場で、一般観戦者が駐車場内に「タバコの吸い殻を多量に廃棄」し、

利用後の清掃確認を怠った（主催者側／館側）ため、館側が民間企業に始末書を提出するトラブルが発生しまし

た。 

   今後も地区外の方々が、初めて利用するケースも起きうるので事前にルールの徹底や、リスク回避策について、

事前の準備を一層留意ください。他の競技団体への影響も非常に大きいので各パートで徹底お願いいたします。 

・公共体育施設の利用ついては、バスケットボール利用者のマナーが協会の責任とされます。特にロビーや通路で               

の飲食や、アップ運動の場所及び、試合前後を含むミーティングのことで、公共体育施設より、一般利用者の歩

行に迷惑かけないようにご指摘を受けています。より一層、選手、一般観戦の方々も含めてルールの徹底を図り、

今後も継続して利用できるよう協力をお願いします。 

                        以 上 

カード番号： 

パスワード： 

暗証番号 ： 

小田原バスケットボール協会 

ＩＤ   ： 

パスワード： 

     



決勝戦　延期　（新型コロナウイルスのため） 決勝戦　延期　（新型コロナウイルスのため）

Ｂブロック２位日本スポーツマスターズ神奈川県予選（男子）　　　　　　　小田原

立花学園
県ﾍﾞｽﾄ８

平塚湘風
県１回戦

平塚学園
県１回戦

星槎湘南
県２回戦

星槎湘南
県１回戦

大磯
県１回戦

男子２位 女子１位

７位

立花学園Ａ
（優勝）

大磯Ａ
（２位）

立花学園
（２位）

大磯
（３位）

新人大会支部予選
県新人大会

立花学園

平塚湘風
県１回戦

山北 大磯A 小田原A 立花学園B

山北
県１回戦

大磯
県１回戦

高校総体支部予選
（県大会出場校）
高校県総体

小田原B

ﾁｬﾚﾝｼﾞ
県２回戦

小田原／下　新人大会
足柄上／南　新人大会

小田原
（３位）

関東大会支部予選
（県大会出場校）
関東大会県予選

旭丘
（５位）

夏季大会（各トーナメント
もしくはリーグ戦の優勝

校）
二宮合同相洋 星槎湘南

大磯
（３位）

小田原東

立花学園
県１回戦

松田
県１回戦

立花学園
県ﾍﾞｽﾄ４

関東大会出場

城南 鴨宮

小田原カップ

大井カップ兼関東予選
県大会

鴨宮
県ベスト８

城南
県１回戦

酒匂県西ﾌﾞﾛｯｸ　総体
県総体

県２回戦

酒匂
県優勝

鴨宮
県１回戦

城山
県２回戦

城南 文命
県２回戦

白山
県３回戦

県２回戦

城北
県１回戦

ﾌﾚﾝﾄﾞ
県２回戦

岡本 南足柄 文命 文命 松田 南足柄

ﾌﾚﾝﾄﾞ
県１回戦

ﾌﾚﾝﾄﾞ
県２回戦

ﾌﾚﾝﾄﾞ
県２回戦

白山
県１回戦

城南
県２回戦

文命 酒匂 白山

山北クラブ(女)465BULLDOGS

後期リーグ １部 ２部 ３部 ４部 ５部 後期リーグ

SIZZLA１位 Ｂ－ｔｒｉｂｅ 縁 Freelance

Ｍ．Ｂ．Ｃ．(女)

４位 ｃｈａｎｎｅｌｓ Bandits IDP ｑｕｉｎｔｅｔ

３位 ＳｅｖｅｎＴｅｅｎｓ TOP ｔｒｉｕｍｐｈ

男子 男子

男子１位 女子２位

channels chａnnels
FB

ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

２回戦
３回戦

神奈川県社会⼈バスケットボール・オープンカテゴリー・リーグ戦⼤会

２部　４位

 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神奈川県予選会

５位 ＢＡＣＣＵＳ 小田高名球会

小田高名球会

７位

６位

２位 swankys A-RISE

Bandits IDP Ｍ．Ｂ．Ｃ．(女)
４位 縁 TOP Freelance ｑｕｉｎｔｅｔ

６位
A-RISE５位

前期リーグ

１位 ＳｅｖｅｎＴｅｅｎｓ ＢＡＣＣＵＳ 山北クラブ(女)
２位 Ｂ－ｔｒｉｂｅ swankys ｔｒｉｕｍｐｈ SIZZLA

ｃｈａｎｎｅｌｓ３位

465BULLDOGS

地区冬季大会

県２回戦 県１回戦県１回戦 県３回戦

星槎湘南
（優勝）

旭丘
（４位）

前期リーグ １部 ２部 ３部 ４部 ５部

小田原Ａ
（３位）

社会人 男　　　　子

県２回戦

高　校

酒匂 鴨宮 城山 城南 白山 城北
県西ﾌﾞﾛｯｸ　新人大会
県　新人大会

小田原／下　総体 酒匂 城南 白山 城山 鴨宮 城南 白山 酒匂
足柄上／南　総体 文命 湘光 南足柄 文命 南足柄 山北 湘光

中　学 １位 ２位 ３位 ３位 １位 ２位 ３位 ３位
県西ﾌﾞﾛｯｸ春季大会 白山 文命 城山 酒匂 城南 鴨宮 白山 泉

下中

新人戦 Ａ城北 Ｂ芦子 Ａ下府中 Ｂ芦子 Ｃ足柄 Ｄ開成

ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟﾄｰﾅﾒﾝﾄ出場

連盟杯兼全国大会予選 大井 富士見 千代 三の丸 大窪 千代 SSBG 足柄
ﾌﾚﾝﾄﾞ

県１回戦
ﾁｬﾚﾝｼﾞ
県２回戦

千代 大井 富士見 三の丸 大窪 千代 下中 大井

Ａ１
鶴　嶺

Ａ２
別　所

Ｂ１
大　窪

Ｂ２
SSBG

Ａ１
川　尻

Ａ２
小田原選

抜

Ｂ１
鵜野森

Ｂ２
足　柄

県１回戦

協会長杯 大井 千代 足柄 ＳＳＷ 千代 大窪 ＳＳＢＧ 大井

２０１９年度各種大会競技結果

男　子 女　子
Ｕ１２部会 １位 ２位 ３位 ４位 １位 ２位 ３位 ４位

女　　子

平塚学園
（４位）

相洋
（９位）

県１回戦 県１回戦 県３回戦 県２回戦

立花学園
（９位）

平塚湘風
（９位）

県２回戦 県１回戦

大磯
（５位）

山北
（５位）

平塚学園
（９位）

星槎湘南
（３位）

立花学園
（５位）



２０１９年度 強化技術委員会事業報告 

１ 県強化技術委員会     １９時００分～ 

①   ４月１５日（月）  県協会事務所  ２０１９年度強化事業計画・役割分担 他 

②   ９月１１日（水）  県協会事務所  指導者講習会について 三県省道について 他 

③   １月１５日（水）   県協会事務所  次年度の県ＤＣについて 他 

④   ２月２３日（日）   法政二高    次年度の方向性と計画について  

 

２ 地区強化技術委員会 場所 城北中学校   曜日 月曜日 時間 19:00 

回  日  時  内       容 

①  ５月１３日     定例会 ＤＣスタッフ確認 セクションごとの方向性 高校関東予選振り返り 

②  ６月２４日    定例会 各ＤＣの取り組み報告 高校インターハイ予選振り返り 

③  ７月２２日    定例会 県Ｕ１２交歓大会に向けて  指導者講習会について 

④  ８月２６日      定例会 中学校総合体育大会の振り返り    県ミニ･中ＤＣに向け 

⑤  ９月２４日     定例会 県Ｕ１２・中ＤＣの振り返りと来年に向けて 

⑥  10月２８日     定例会    

⑦  11月２５日    定例会 １月・小田原地区クリニックについて 

⑧  12月２３日    定例会 ２月Ｕ１２・中ＤＣ交流会について 

⑨  １月２７日    定例会 各セクションの新人大会の振り返りと今後について 

⑩  ２月２４日    定例会 高校地区対抗戦の振り返り 

⑪ ３月１９日    定例会 今年度反省と次年度へ向けて バスケ祭の振り返り 

※斜め字は、中止 

３ Ｕ１２部会関係 

① 県Ｕ１２交歓大会 選手選考会 

７月１５日（月） 大井町総合体育館 
※例年２回のところ、ＤＣ参加選手の中から選抜した為１回とした。 

② 練習会  

     男女 ８月 １日（木） 大井町総合体育館・富士見小学校 
        ８月 ９日（金） 大井町総合体育館・開成小学校 
③  県Ｕ１２交歓大会 

        ８月１１日（日） ひらつかサン・ライフアリーナ 

④ 指導者講習会 

第１回 ５月２６日（日） 大井町総合体育館 （伝達講習会） 



 

第２回１０月 ６日（日） 大井小学校 （マンツーマンコミッショナー講習会） 

⑤ ODAWARA Development Center U12 

第１回 ４月１４日（日） プレクリニック 18:30～ 大井町総合体育館  

第２回 ５月１９日（日） クリニック   18:30～ 大井町総合体育館  

  

第３回 ６月 ９日（日） プレクリニック 18:30～ 大井町総合体育館  

第４回 ７月１５日（月） クリニック   18:30～ 大井町総合体育館  

第５回 ９月２３日（月） プレクリニック 18:30～ 南足柄体育センター  

第６回１１月 ５日（火） クリニック   18:30～ 開成南小学校  

第７回１２月 ８日（日） クリニック   18:30～ 大井町総合体育館  

第８回 １月２６日（日） プレクリニック 18:30～ 大井町総合体育館  

第９回 ２月１１日（火） U12・U13交流会  9:30～ 南足柄体育センター 

※  ３月 １日（日） 新型コロナウィルス感染予防の為に中止 

 

⑥ 平塚バスケットボールフェスティバル ミニバスケットボール選抜試合 

１２月２１日（土） トッケイセキュリティ平塚総合体育館 

 

４ 中学校関係 

①  県優秀選手・県西ブロック最優秀・優秀選手選考会 

                      ７月２５日（水）  １３：３０～ 小田原アリーナ 

②    Ｕ１４練習会       小田原協会主催 

             男                

月・日 回 場所・時間 月・日 回 場所・時間 

５月 ６日 １ 松田中 9:00～12:00 １０月１５日 ９ 岡本中  19:00～21:00 

５月２１日 ２ 岡本中  19:00～21:00 １１月１２日 10 岡本中  19:00～21:00 

６月１８日 ３ 岡本中  19:00～21:00 １２月１７日 11 岡本中  19:00～21:00 

７月  ２日 ４ 岡本中  19:00～21:00 １２月 ９日 12 岡本中  19:00～21:00 

８月 １日 ５ 相洋高校 18:30～20:30 １月１４日 13 岡本中  19:00～21:00 

８月１０日 ６ 南足柄市体育センター17:30～19:30 ２月１４日 14 岡本中  19:00～21:00 

８月２９日 ７ 白山中  18:00～20:00 ２月２９日 15 バスケットボール祭 中止 

 



９月 １日 ８ 県ＤＣ 桜丘高校 ３月１７日 16 中止 

 

③   Ｕ１３練習会       小田原協会主催 

 

 

             女                

月・日 回 場所・時間 月・日 回 場所・時間 

５月 ６日 １ 松田中 9:00～12:00 １２月 ５日 ９ 城山中  18:30～20:30 

５月３０日 ２ 城山中  19:00～21:00 １月３０日 10 城山中  18:30～20:30 

６月 ６日 ３ 大井町総合体育館 19:00～21:00 ２月２０日 11 城山中  18:30～20:30 

７月 ２６日 ４ 城山中  19:00～21:00 ２月２７日 12 バスケットボール祭に向けた練習会 中止 

８月 １日 ５ 相洋高校 18:30～20:30 ２月２９日 13 バスケットボール祭 中止 

８月２２日 ６ 城山中  19:00～21:00    

９月 １日 ７ 県ＤＣ 岩崎中    

１０月１７日 ８ 城山中  18:30～20:30    

             男                

月・日 回 場所・時間 月・日 回 場所・時間 

５月２１日 １ 岡本中  19:00～21:00 １１月１２日 ９ 岡本中  19:00～21:00 

６月１８日 ２ 岡本中  19:00～21:00 １２月１７日 10 岡本中  19:00～21:00 

７月  ２日 ３ 岡本中  19:00～21:00 １２月 ９日 11 岡本中  19:00～21:00 

８月 １日 ４ 相洋高校 18:30～20:30 １月１４日 12 岡本中  19:00～21:00 

８月１０日 ５ 南足柄市体育センター17:30～19:30 ２月１１日 13 Ｕ１２・Ｕ１３交流会   南足柄市体育センター 

８月２９日 ６ 白山中  18:00～20:00 ３月１７日 14 中止 

９月 １日 ７ 県ＤＣ 桜丘高校    

１０月１５日 ８ 岡本中  19:00～21:00    

             女                

月・日 回 場所・時間 月・日 回 場所・時間 

５月３０日 １ 白山中  19:00～21:00 １月３０日 ９ 白山中  18:30～20:30 

６月 ６日 ２ 大井町総合体育館 19:00～21:00 ２月１１日 10 Ｕ１２・Ｕ１３交流会   南足柄市体育センター 



① Ｕ１５選抜選手練習会           小田原協会主催 

 高校カテゴリーの地区ＤＣ選手練習会に参加 

② 県ＤＣ 

        ９月１日（日）    男子 神奈川県立桜丘高等学校 

                 女子  横浜市立岩崎中学校 

③ 県ＤＣ伝達指導者講習会（選抜スタッフ対象）             
       男子５月 １２日（日） ９：００～１６：００～ 岩崎中学校 
       女子５月 １２日（日） ９：００～１６：００～ 万騎が原中学校 
                        講師 県協会強化技術委員会 

５ 高校関係 

 ①小田原地区最優秀・優秀選手選考会 

    １． ４月 関東大会西支部予選および県大会  各会場 

    ２ ．５月 ｲﾝﾀｰﾊｲ西支部予選および県大会  各会場   の２大会を長期的に見て選考。 

① 小田原地区ＤＣ選手練習会 

    １． 選考会（顧問推薦の選手の中から選抜する）  

   ・第１回練習会 男女 ９月２９日(日) 15:30～17:30  相洋高校 

・第２回練習会 男 １０月１０日（木）19:00～21:00 松田町立体育館 

女 １０月１７日（木）19:00～21:00 松田町立体育館 

・第３回練習会 男 １２月１２日（木）19:00～21:00 松田町立体育館 

女 １２月１７日（火）19:00～21:00 南足柄体育センター 

・第４回練習会 男  ２月１７日（月）17:00～19:00 松田町立体育館 

女   ２月１８日（火）19:00～21:00 南足柄体育センター 

・第５回練習会 男女 ２月１９日 (水) 17:00～19:00  南足柄体育センター 

② 神奈川県地区協会対抗戦  

     １日目 ２月２２日（土） 13:00～ 男女 法政大学第二高校 

     ２日目 ２月２３日（日）  9:30～ 男女 法政大学第二高校 

７月 ２６日 ３ 白山中  19:00～21:00 ２月２０日 11 白山中  18:30～20:30 

８月 １日 ４ 相洋高校 18:30～20:30 ２月２７日 12 バスケットボール祭に向けた練習会 中止 

８月２２日 ５ 城山中  19:00～21:00 ２月２９日 13 バスケットボール祭 中止 

９月 １日 ６ 県ＤＣ 岩崎中    

１０月１７日 ７ 白山中  19:00～21:00    

１２月１２日 ８ 城山中  18:30～20:30    



 

④ 高校強化招待試合 

  
  

 

 男・女３月２１日（祝）  ９：００～ 南足柄体育センター 
            男子  招待チーム  加藤学園・渋川・日大三・正智深谷B 

            女子 招待チーム   三島北、国本女子、静岡女子、京華女子 

   ※新型コロナウィルス感染予防の為に中止 

 

６ 小田原地区総合バスケットボール祭 
   ※新型コロナウィルス感染予防の為に中止 
 
７ その他 
  
① 小田原協会指導者講習会 

１月２２日(日) １３：００～１６：００  高校対象(ピックプレー) 
  

          講師 東海大学 陸川氏 

②  小田原バスケットボール協会 ＤＣ交流会  

２月１１日（火） ９：３０～１２：００ 

 場所 南足柄体育センター 

 対象 Ｕ１２（小学生６年生）Ｕ１３（中学校一年生）男・女  

テーマ「オフェンスの状況判断・接触スキルを使ってシュートを決める」 
 講師 中学校ＤＣ担当 

③  Ｕ１２・高校交流会 

   今年度は、Ｕ１２・高校との予定が合わず実施できませんでした。 



　企画部 総務部 ＴＯ部 指導部

・・・・・ （１名） ・・・・・ （１名）
・・・・・ （23名） ・・・・・ （23名）
・・・・・ （20名） ・・・・・ （81名） 計 149 名

☆☆☆ 昇 格 者 ☆☆☆
（ １名 ） 田中　雄大

ＪＢＡ公認Ｃ級審判員 （ １名 ） 内藤　陽太
（ ３名 ）

全体会 【  ２回  (　４月・10月　)　】
企画部会 【  １０回  (　４月・５月・６月・７月・９月・１０月・１１月・１２月・１月・２月　)　】
正副委員長会議 【  ３回  (　４月・９月・２月　)　】
指導部会 【  ３回  (　５月・９月・２月　)　】

ＪＢＡ・関東協会主催の講習会
・・・・・ 茂泉圭治

県協会主催の講習会
・・・・・ ＪＢＡ公認B・C級審判員
・・・・・
・・・・・
・・・・・ 神尾博文　宇田川晶彦　茂泉圭治

地区協会主催の講習会
　全国審判長会議伝達講習会 【 地区伝達 】
　ＪＢＡ公認D級審判員講習会
　新規ＪＢＡ公認D級審判員候補者講習会　　他

　　 地区及び県大会 ( Ｕ１２・中学・高校・社会人 )  ・・・・・ 多数
　 ・・・・・

関東高校女子 ・・・・・
関東学生リーグ ・・・・・

・・・・・ 茂泉圭治

帯同審判講習会・その他【 Ｕ１２・中学・高校・社会人 】 ・・・・

小田原地区総合バスケットボール祭 （ ２月 ） ・・・【中止】　　

２０１９年度　審判委員会　活動報告

ウインターカップ/全日本学生選手権

3．講習会等

 部長　 ：　荻原悠太  部長　 ：　髙野大介

 副部長：  　　―

 部長　 ：　浅見好美  部長　 ：　茂泉圭治

 副部長：  　　― 副部長：  　　―

ＪＢＡ公認Ａ級審判員 

増田　卓也　田中　雄大

・・・・・ 茂泉圭治

　全国審判長会議伝達講習会 

 副部長：  　　―
　　　　　 　　吉田涼子

　ＪＢＡ公認S級指名強化研修合宿　　他　　　　　　　　　 ・・・

ＪＢＡ公認Ｅ級審判員 

　　　　　　 　茂泉圭治

ＪＢＡ公認B級審判員 
ＪＢＡ公認D級審判員 

ＪＢＡ公認S級審判員 

7．協会行事等

関東ミニ

WJBL/全日本総合選手権

6．講師派遣

　地区連盟委員長研修会 （ ５・11月 ） 

4．審判員派遣

2．会議

各セクション審判員　他

１．委員会構成

委員長    ： 神尾博文

荻原悠太

　ＪＢＡ公認C級審判員講習会 【公認審査】（ 11月 ）

副委員長 ： 佐藤健

ＪＢＡ公認Ｃ級審判員 

茂泉圭治　浅見好美　
茂泉圭治　宇田川晶彦　浅見好美　荻原悠太

　ＪＢＡ公認B・C級審判員講習会 （ ４・５月 ）

ＪＢＡ公認B級審判員 

ＪＢＡ公認D級審判員 飯島　芽愛　遠藤　桃子　内田　達也

ＪＢＡ公認B・C級審判員



委員長　： 曽我　浩一

委　員　： 前田　誠　　　徳田　孝行　　　高久　明美　　　岩崎　進　　　神尾　博文

2019年9月20日（金）
１．日本協会公認Ｂ級審判員講習会 【 公認審査 】 推薦者について

（ 中学　・ 白鷗　）
（ 高校　・ 大井　）

2019年10月18日（金）
１．新規日本協会公認C級審判員推薦者ついて

2．新規日本協会公認Ｄ級審判員推薦者について

　　　　　　　　第3回審査委員会　
2020年2月23日（金）
1．次年度日本協会公認B級審判員研修会推薦者について

2．日本協会公認審判員の継続者の推薦について
日本協会公認審判員 （ S・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ級 ）

3．日本協会公認B・C・D級審判員返上者について
B級審判員 岩井　隆豪
C級審判員 深瀬　栄 越智　淳
D級審判員

4．日本協会公認審判員資格変更者について
D→E級 綾部　敏信　　石川詠梨　　遠藤修平　　奥津美沙紀　　青木肇

佐野　直士　　亀井裕章　　千賀七都美　　田島秀樹

上記１名の推薦を承認

２０１９年度　審判審査委員会　活動報告

期　　　日　　：
審議事項　　：

56名の推薦を承認

上記７名の返上を承認

（ 高校　・　立花学園 ）

　　　　１．　委員会構成

　　　　2．　委員会内の活動

期　　　日　　：
審議事項　　：

　　　　　　　第2回審査委員会　

（ Ｕ１２ ・ 向田ジャンプス ）

増田　卓也      32歳
田中　雄大　　　29歳

内藤　陽太　　　21歳

（ 中学 ・ 橘 ）
（ ― ・ 橘中 ）

上記５名の変更を承認

飯島　芽愛　　　23歳
内田　達也　　　24歳
遠藤　桃子　　　15歳

上記２名の推薦を承認

増田　卓也      32歳
（ Ｕ１２ ・ ― ）
（ 中学　・ 白鷗　）

嶋谷　紘兵　　　19歳

上記２名の推薦を承認

　　　　　　　第1回審査委員会　

期　　　日　　：
審議事項　　：

上記３名の推薦を承認



２０１９年度 選手選考委員会事業報告 

 

 ＊強化技術委員会が、リストアップした各セクションの選抜選手並びに優秀選手等 

  の選考を行う。 

 

１ Ｕ１２部会関係 
    県Ｕ１２選抜大会選考会 
    各チームの指導者推薦選手による選抜選考 

 
選抜選手選考会 ７月１５日（月）  大井町総合体育館     

      ※例年２回のところＤＣ参加選手の中から選抜した為１回とした。 
 
２ 中学校関係 
① 県優秀選手・県西ブロック最優秀・優秀選手選考会 

                      ７月２５日（水）  １３：３０～ 小田原アリーナ 

 

② 県ＤＣ候補選手選考会 

   ５月 ６日   松田町立松田中学校 

男・女 ９:００～１２：００  第１回 選考会 

 

 ８月 １日   相洋高校体育館 男・女 １９:３０～ 

     第２回 選考会 

 

３ 高校関係 

① 小田原地区最優秀・優秀選手選考会 

    ４月の関東大会西支部予選および県予選最終日・５月のインターハイ西支部予選 

および県予選を長期的に選考委員が視察し選考しました。 

 

②  小田原地区ＤＣ（Ｕ１６）選手選考 

    １ 選抜方法（顧問推薦による選出）  

    男女 ９月２９日（日） １５：３０～  相洋高校 



２０１９年度 医科学委員会 事業報告 

 

 

●医科学委員会 

 

第１回   5／13 

 

 

 

 

 

●講習会 

 

未開催 



２０１９年度 危機管理委員会 事業報告 

 

１．小田原バスケットボール協会倫理規程の制定 

   協会役員及び競技者の倫理・懲戒に関するルールである 

  倫理規定を制定した。 

 



2 ０１９年度　決算書（案）

収入の部

項目 � 予算額 � 決算額

○協会運営費

一一般

・中学

・ミニ　

（チーム）37@5000　

（個人）　411@200

○協会行事参加費

・高校

○雑収入

＜小田原市体育協会助成金＞

＜中学文章費＞

＜県協会分配金＞

＜預金利息＞

＜その他＞

○前年度繰越金 �907,200500,000140,000185,000　82,200140,000319,000　8,0001

牡000200,000177,383�818,000478,000　80,000180,000　80,000129,570448,943　49,800110,000280,500

3

8,640

177,383

収入合計 �1,543,583�1,573,896

( 単 位 ：円)

支出の部

項目 � 予算額 � 決算額

○一般経費

通信費

会議費

交通費

交際費

事務・印刷費

賞品・賞状費

総務委員会費

競技委員会費

審判委員会費　

・企画部　

・総務部　

・ＴＯ部　

・指導部

強化技術委員会費

審判審査委員会費

選手選考委員会費

医科学委員会費

渉外委員会費

審判講習会費

医科学講習会費

強化普及補助費　

・ミニバス　

・中学　

・高校

役員派遣費

ホームページ年間管理費

○協賛金他

○体育館使用料

○70周年積立金

○予備費

次年度へ繰り越し �1

，175,000　　15,000　180,000

10,000　

180,000　　

15,000　　

60,000　　

8,000　

26,000　

250,000　　

33,000　　

24,000　　

24,000　　

12,000　　

8,000　

55,000　　

25,000　　

150,000　　

20,000　　

80,000　

130,000　

100,000　

138,583 �978,697　33,017122,790　U80　78,600　10,706

60,000　

8,000　

25,853

250,000　

33,000　

24,000　

24,000　

3,700　

7,851　

55,000　　

0

150,000　

11,000　

80,000

134,624

100,000

360,575

支出合計 �1,543,583�1,573,896

2 ０１９年度　収支決算書について相違ないことを認めます。

会 計 監 査 委 員　

血
土 上

Ｌ ｊ]=　　　

≒･･･"曳一心心jj'･‘ 1゙
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２０２０年度 総務委員会 事業計画（案） 

 

１． 県協会関係 

 

 (1) 小田原協会内役員名簿作成及び提出 

 (2) その他（県協会総務部会／県協会行事への参加協力） 

 

２． 定期的活動 

 

  (1) 常任理事会の案内、運営 

  (2) 定期総会の案内、運営 

（3）委員長会議の案内、運営 

 

３． 行事関係 

 

(1) 小田原地区総合バスケットボール祭の企画、運営（プロジェクト） 

(2) 小田原バスケットボール協会創立 70周年に向けて 

  (3)その他 



 

２０２０年度 渉外委員会 事業計画（案) 

 

１．県協会との連携 

県協会部会及び事業への参加、協力 

国体関東ブロック大会での役員協力 

 

２．小田原協会公式ホームページの運営・充実化 

公式ＨＰへの情報提供を各カテゴリーや委員会に依頼し、最新のデ

ータを掲載する事により、公式ＨＰを検索して頂くユーザーのニー

ズに答えて、ＨＰの更なる充実化を図る事により円滑な情報提供を

行います。 

 

３．対外的な広報活動 

 小田原市体育協会主催事業や小田原地区総合バスケットボール祭

等への出店業者の計画やイベント活動の活性化に努めていきます。 

 

４．協会創立７０周年事業 

 今年度に迫った「協会創立７０周年」を迎えるにあたって、総務

委員会と連携して記念事業の企画・立案を行い、常任理事会等を

通じて、実施に向けた準備を進めていきます。 



２０２０年度 競技スケジュール（案） 
 大会名（ ）内は公共体育施設 ア：小田原アリーナ 大：大井町総合体育館 西：西湘地区体育センター ス：スポーツ会館 南：南足柄市体育ｾﾝﾀー  真：真鶴町立体育館 箱：レイクアリーナ箱根      

月 日 曜日 Ｕ１２部会 中学 高校 社会人 他  

 

 

４ 

４ 土  湯河原ｶｯﾌ゚ （南）   県Ｕ１２部会総会 

小田原協会総会 

4/ 4 

５ 日  湯河原ｶｯﾌ゚ （南）    

 

 

4/ 5 

 １１ 土 協会長杯兼ﾘー ｸ゙ 戦（大）  関東支部予選   4/11 

１２ 日 協会長杯兼ﾘー ｸ゙ 戦（大）  関東支部予選   4/12 

 １８ 土 協会長杯兼ﾘー ｸ゙ 戦 県西春季大会（西） 関東支部予選   4/18 

１９ 日 協会長杯兼ﾘー ｸ゙ 戦 県西春季大会 (大 松田中  ) 

） 

関東支部予選   4/19 

２５ 土 協会長杯兼ﾘー ｸ゙ 戦（西） 県西春季大会（ ）    4/25 

 ２６ 

金

 

協会

長杯

（大

） 

 

関東

県予

選

（ア

）

 

 

 

4/29 

日

 

協会

長杯

（大

） 

 

 

 

関東

県予

選

（ア

）

 

 

 

4/29 

車椅子バスケ教室（ア） 県西春季大会（ア） 関東県予選   4/26 

２９ 水 協会長杯兼ﾘー ｸ゙ 戦 

 

県西春期大会（西） 関東県予選（ア）   4/29 

５ 

３ 日   

 

FUJIYAMAｶｯﾌ゚ (南) 関東県予選   5/ 3 

４ 月  FUJIYAMAｶｯﾌ゚ (南) 関東県予選   5/ 4 

５ 火   関東県予選   5/ 5 

６ 水  県西TO審判講習会(松田中)    5/ 6 

９ 土 協会長杯兼ﾘー ｸ゙ 戦  総体支部予選   5/ 9 

１０ 日 協会長杯兼ﾘー ｸ゙ 戦  総体支部予選 前期リーグ戦 (南 ) 県社会人（大） 5/10 

１６ 土 協会長杯兼ﾘー ｸ゙ 戦  総体支部予選   5/16 

１７ 日 協会長杯兼ﾘー ｸ゙ 戦  総体支部予選 前期リーグ戦 (ス) 専門学校大会(大） 5/17 

２３ 土 協会長杯兼ﾘー ｸ゙ 戦     5/23 

２４ 日 体協3×3ﾐﾆ大会（ア）  総体県予選 前期リーグ戦 (南 )  5/24 

３０ 土 協会長杯兼ﾘー ｸ゙ 戦  総体県予選   専門学校大会(南) 5/30 

３１ 日 協会長杯兼ﾘー ｸ゙ 戦  総体県予選  前期リーグ戦 ( )  5/31 

６ 

６  土 協会長杯兼ﾘー ｸ゙ 戦  総体県予選           6/ 6 

７  日 協会長杯兼ﾘー ｸ゙ 戦  総体県予選 前期リーグ戦 ( ) ﾏｽﾀー ｽ゙ 県予選 (  ) 6/ 7 

１３  土 協会長杯兼ﾘー ｸ゙ 戦（大）  総体県予選   6/13 

１４  日 下学年交歓会  総体県予選 前期リーグ戦 (ス) ﾏｽﾀー ｽ゙ 県予選 (  )  6/14 

２０  土 協会長杯兼ﾘー ｸ゙ 戦  総体県予選  ｵﾘﾊ゚ ﾗ事業（西） 6/20 

２１  日 協会長杯兼ﾘー ｸ゙ 戦  総体県予選 前期リーグ戦 ( )  6/23～6/25（ア） 

3Ｘ3日本代表男女合宿 

6/21 

２７  土  中学東海関東交流（西） 総体県予選  6/27 

２８  日  中学東海関東交流（大） 総体県予選 前期リーグ戦 (ス)  6/28 

７ 

４ 土  上/南 (大)       7/ 4 

５  日           前期リーグ戦 (南 ) 県総合（ア） 7/ 5 

１１  土  上/南 (大)   下/小（西･城）    7/11 

１２  日           下/小（ア）    7/12 

１８  土  上/南 (山北中)  夏季大会  県総合（大） 7/18 

１９  日         下/小(相洋) 夏季大会 小田原市総体（ア）  7/19 

２０  月      7/20 

２３ 木   夏季大会   7/23 

２４ 金  県西総体（ア）    7/24 

２５ 土  県西総体（大）    7/25 

２６ 日    小田原市総体（ア）  7/26 

２７ 月      7/27 

２８  火  県総体 7/28～7/31    7/28 

２９  水     オリンピック 

7/26～8/9 

１年延期 

7/29 

３０ 木     7/30 

３１ 金     7/31 

８ 

１  土     8/ 1 

２  日 小田原ｶｯﾌ゚ （南）    8/ 2 

８  土  上/南審判講習会(南)   ｲﾝﾀー ﾊｲ 準備中 

8/10～8/24 

（石川県） 

8/ 8 

９  日     8/ 9 

１０  月   私学大会（ア）  8/10 

１１  火   ｻﾏー ｶｯﾌ゚ （ｱ）8/11～8/12   8/11 

１４  金     ﾁｬﾚﾝｼﾞﾊﾞｽｹ神奈川 in

小田原（ア） 

8/13～8/16 

8/14 

１５  土 地区選抜（ア）    8/15 

１６  日     8/16 

２２  土     関東ブロックﾐﾆ国体 

8/21～8/23（ア） 

8/22 

２３  日  8/27～8/28 

下/小実技講習会(ア) 

  8/23 

２９  土 大井ｶｯﾌ゚ （大)   パラリンピック 

8/26～9/6 

１年延期 

8/29 

３０  日 大井ｶｯﾌ゚ （西）     8/30 

９ 

５ 土 大井ｶｯﾌ゚  （ ）    9/ 5 

６  日 大井ｶｯﾌ゚   秋季大会 前期リーグ戦 (ス) 9/ 6 

１２  土 大井ｶｯﾌ゚ (大）  秋季大会   9/12 

１３  日 大井ｶｯﾌ゚    秋季大会 前期リーグ戦 (南)  9/13 

１９  土 大井ｶｯﾌ゚ （大）  秋季大会   9/19 

２０  日  中学足柄ﾄ゙ ﾘー ﾑｷｬﾝﾌ゚ （大） 秋季大会 トーナメント (ス)  9/20 

２１  月  中学足柄ﾄ゙ ﾘー ﾑｷｬﾝﾌ゚ （大）   関東ｼ゙ ｭﾆｱ（西） 9/21 

２２  火 U-7バスケ教室（大）  ｵー ﾀﾑｶｯﾌ゚ （南４面）  未定日本ﾏｽﾀー ｽ゙ （愛媛） 9/22 

２６  土     県3×3選手権(大) 9/26 

２７  日 下学年交歓会   トーナメント (南 )  9/27 

 

4／16現在  

新型コロナウイルス感染予防の対応

により、塗りつぶしした大会と事業

は、公共体育施設利用について、中

止によりキャンセルしています。ま

た、公共施設以外の予定も中止の方

向です。詳細は、各カテゴリーの連

絡を確認ください。 



２０２０年度 競技スケジュール（案）
大会名（ ）内は公共体育施設 ア：小田原アリーナ 大：大井町総合体育館 西：西湘地区体育センター ス：スポーツ会館 南：南足柄市体育ｾﾝﾀー 箱：レイクアリーナ箱根

月 日 曜日 Ｕ１２部会 中学 高校 社会人 他

１０

３ 土 地区新人   上/南（松） 10/ 3

４ 日 下学年交歓会 トーナメント戦( ) 10/ 4

１０ 土   10/10

１１ 日 上/南(松) トーナメント戦( ) 10/11

１２ 月 関東ｼﾞｭﾆｱ（大） 10/12

１７ 土 下/小(西、城)  神奈川県3×3（大） 10/17

１８ 日 関東県予選    トーナメント戦(ス) 10/18

２４ 土 下/小(西、城) 上/南（山） 10/24

２５ 日 関東県予選 下/小(城山、白山) トーナメント戦(ス) 10/25

３１ 土 関東ｼﾞｭﾆｱ（大） 10/31

１１

１ 日 新人戦支部予選 トーナメント戦( ) 11/ 1

３ 火 関東県予選 新人戦支部予選 11/ 3

７ 土 連盟杯（西） 新人戦支部予選 11/ 7

８ 日 連盟杯（ ） 新人戦支部予選 トーナメント戦( ) 11/ 8

１４ 土 連盟杯  (大） 県西新人大会 (南、松田) 新人戦支部予選 関東ｼﾞｭﾆｱ（西） 11/14

１５ 日 連盟杯（西） 県西新人大会 (南) 新人戦支部予選 後期リーグ戦(ス) 県社会人（大） 11/15

２１ 土 連盟杯（ ） 新人戦支部予選 11/21

２２ 日 連盟杯（ ） 新人戦支部予選 後期リーグ戦( ) 11/22

２３ 月 連盟杯（南） 新人戦支部予選 11/23

２８ 土 連盟杯（大）17時まで 関東シニア（ア）

11/28～11/29 2面

11/28

２９ 日 連盟杯（ ） 後期リーグ戦(南) 11/29

１２

５ 土 連盟杯  (西） 県西新人大会(大) 県ENJOY交歓会(南) 12/ 5

６ 日 連盟杯（西）13時～20時 県西新人大会（湯河原町民) 後期リーグ戦(ス) 12/ 6

１２ 土 12/12

１３ 日 後期リーグ戦(南) 体協多種競技体験ｲﾍ ﾝ゙ﾄ 12/13

１９ 土 U-7バスケ教室 (大) 技術講習会 12/19

２０ 日 12/20

２６ 土 ｳｲﾝﾀー ｷｬﾝﾌﾟ 12/27（大）

12/25と12/27（ｱ）

12/25～12/27（南）

12/26

２７ 日 12/27

１

９ 土 1/8前日準備19時～21時

1/9全国県予選 (南)
県中学新人大会 新人戦県大会 1/  9

１０ 日 全国大会県予選 1/10 前日準備19:00～

1/11県中学新人大会（大）

新人戦県大会 1/10

１１ 月 新人戦県大会（ア） 1/11

１６ 土 全国大会県予選 県中学新人大会 新人戦県大会 1/16

１７ 日 全国大会県予選 県中学新人大会 新人戦県大会 後期リーグ戦( ) 1/17

２３ 土 全国大会県予選 新人戦県大会 1/23

２４ 日 新人戦男女 県中学新人大会最終日（ア） 地区冬季大会 後期リーグ戦(ス) 1/24

３０ 土 地区冬季大会 1/30

３１ 日 新人戦男女 地区冬季大会（南） 後期リーグ戦(南) 1/31

  

２

６ 土 地区冬季大会（西） 県社会人（大） 2/ 6

７ 日 新人戦男女 地区冬季大会 後期リーグ戦( ) 2/ 7

１１ 木 Ｕ１２中学交歓会（南3面） 2/11

１３ 土 新人戦男女 地区冬季大会 2/13

１４ 日 新人戦男女 地区冬季大会 後期リーグ戦( ) 2/14

２０ 土 ６年生交歓会(南3面） 関東ｼﾞｭﾆｱ（西） 2/20

２１ 日 後期リーグ戦(南) 2/21

２３ 火 2/23

２７ 土 バスケットボール祭前日準備 ２／２６（金）  アリーナ全面１９：００～ ／大会議室 １３：００～

２／２７（土） 第４８回バスケットボール祭（小田原アリーナ）重複

2/27

２８ 日 後期リーグ戦(南) 2/28

３

６ 土 3/ 6

７ 日 後期リーグ戦( ) 3/ 7

１３ 土 3/13

１４ 日 後期リーグ戦( ) 3/14

２０ 土 U-7バスケ教室 (大) 高校交歓会(南４面）

9:00～18:00

3/20

２１ 日 3/21

２２ 月 3/22

２３ 火 3/23

２４ 水 3/24

２５ 木 3/28～3/30

Ｕ１２部会全国大会

開催地調整中

3/25

２６ 金 3/26

２７ 土 技術講習会 (南3面） 3/27

２８ 日 足柄ｶｯﾌ゚ （大 西） 技術講習会 (南3面） 3/28

２９ 月 足柄ｶｯﾌ゚ （ア 大 西） 3729

以上は、４月１日までに集約された予定です。新型コロナウイルスの感染拡大防止の要請で今後変更が予想されます。詳細は、各カ

テゴリーの連絡を参照下さい。



２０２０年度 強化技術委員会事業計画（案） 
 

Ⅰ 強化技術委員会 基本方針 

   １．各カテゴリーの強化（Ｕ１２部会・中学・高校） 
    

２．指導者育成・向上（指導者Ｃ級・Ｄ級・Ｅ級ライセンスの取得） 
    

３．地区全体の普及と強化                                                
     ①技術レベルの向上 
     ②トップチ－ムの強化 

       

４. Ｕ１２部会・中学・高校の指導者同士との連携の推進 

①スタッフディスカッション 
②モデルゲームを通した技術指導 

        
５.強化技術委員会を充実させ、小田原地区の各年代で伸ばしたい技術や個人ス

キルの獲得を支援できる体制作り 

 

Ⅱ 強化技術委員会としての具体的な活動計画 

 
 １ 定例委員会      ４月から、月１回強化技術委員会を開催し、 
              地区強化の推進について計画・実施を行う      

 
 
２ 技術学習会      各セクションで年間最低１回は実施 

 
① Ｕ１２部会は年３回実施 
② 中・高は１月２０(日)と２月１１日(祝)実施 

※各カテゴリーの指導者に最低１回は参加を促している。 

                
 
３ Ｕ１２部会    ① 県Ｕ１２交歓大会 選手選考会 

           Ｕ１２のＤＣ参加選手の中から選考           
            ・選考             ６月 

・練習会            ７月～８月 
             ※選考および強化練習会は、ＤＣの中で行う予定。     
                         ・県Ｕ１２交歓大会        ８月 ９日（日） 
            ② ODAWARA Development Center U12 

           地区登録しているチームおよび選手の中から参加選 
手を選考 
・月１回程度のクリニックを開催 
・Ｕ１４との交流会を実施 

 
 
４ 中学     ① 最優秀・優秀選手選考会         ７月２６日（日） 

② 県ＤＣ候補選手選考会      練習会にて実施予定 
            県ＤＣ選考会               ９月予定 
 
５ 高校  



① 小田原地区最優秀・優秀選手選考 
                    関東大会西支部予選および県予選、インターハイ西支部予選 

および県予選を長期的に見て選考する。 
  ② Ｕ１６地区ＤＣ練習会および選考 

   ③ 地区協会対抗戦 ２月下旬実施予定     

       

６ 強化事業  

①  高校オータムカップ     ９月２２日（祝）  南足柄体育センター 
 
②  高校強化招待試合      ３月２０日（祝）  南足柄体育センター 

  
③  Ｕ１２・Ｕ１３交流会     ２月１１日（木）   南足柄体育センター 

  
④  Ｕ１２と高校との練習会      

        場所・時間は未定  実施予定は ７月～１０月で２、３回を予定 
 

⑤  Ｕ１２と中学との練習会      
      場所 時間は未定   実施予定は ２月～３月 
 
 
 

⑥   マンツーマン推奨講習会 
 
   １ Ｕ１２部会のマンツーマンディレクターによる座学およ       

び推奨を進めるための練習メニューの紹介等を計画予定 
 

２ 中学校のマンツーマンディレクターによる座学および 
     推奨を進めるための練習メニューの紹介等を計画予定 
 
 
７ その他 

①  小田原地区総合バスケットボ－ル祭  ２月２７日（土） 小田原アリ－ナ 

②   小田原協会技術学習会              日程等 未定 

 



③ 委員会の各活動が円滑に行われ、かつ正確に情報が伝達されるよう会議を設定し運営する。

　企画部　：
　総務部　：
　指導部　：
　 Ｔ Ｏ 部　 ：

①　会　議 ◎正副委員長会議
◎インストラクター部会 ◎ＴＯ部会

②講習会等 ◎県協会主催の講習会・研修会への参加。
◎地区協会主催の講習会・研修会の計画・運営・実施。

   ◎　協会行事等での活動
   ◎　各地区・連盟等との連携・協力
   ◎　その他

副委員長（3）　：　佐藤健　　　茂泉圭治　　吉田涼子

各セクション責任者　 【Ｕ１２】佐藤　健　　【中学】星野　靖仁　　【高校】浅見　好美　　【社会人】髙野　大介

構　成 （148名）     ： Ｓ級　（1名）　Ａ級　（1名）　Ｂ級　（23名）　Ｃ級　（20名）　Ｄ級　（13名）　E級　（81名）

① 委員各自が自分自身の目標を明確にし、常に審判技術のレベルアップに努める。

インストラクター部会

⑤ 県審判委員会をはじめ、各地区・連盟と交流を深める。

副委員長

4．審判員

２０２０年度　審判委員会　活動計画 (案）

1．活動方針

2．委員会組織図

県審判G 委員長

4．委員会外の活動

ＴＯ部

④ 講習会を計画的に実施し、指導体制を確立する。また常に委員が相互に研修し合える環境作りに努める。

② 委員会が効率よく組織的に機能するように努める。

講習会の講師。　各部会・担当・委員への指導・助言。

　　☆　各部会の担当業務

TO講習会の計画・運営。　TOの指導。　その他、ＴＯ・規則関係全般。　

講習会の計画・準備・運営・報告書の作成。　県協会への推薦事項などの審議。

総務部

3．委員会内の活動

企画部

各種会議の通知・準備・運営。　議事録の作成。　資料の保管など。

◎全体会
◎総務部会

委員長 ：　神尾博文

各セクション （ Ｕ１２・ 中学 ・ 高校 ・ 社会人 ）

◎企画部会



２０２０年度 選手選考委員会活動計画（案） 

      

Ⅰ 選手選考委員会 基本方針  

 
   １．各カテゴリーの強化（Ｕ１２部会・中学・高校）につながるような選手の

選考を心掛ける。 
   ２．選考に当たり、事前に基準を示す。 
          ＊基準については、各セクションの強化技術担当者の意向を考慮する。 
   ３．各セクションの強化技術担当者との交流と連携をする。 

 

Ⅱ 選手選考委員会としての具体的な活動計画  

 
  Ｕ１２部会・中学・高校の行事予定と役割分担及び連携を円滑にする。 

 

 １ Ｕ１２部会   ① 県Ｕ１２交歓大会選考会議 
            Ｕ１２部会参加選手の中から出場選手を選考    
     

出場選手選考会議 ６月に１回実施をする。 
日程・場所等は未定 

  
      練習会  ８月に２回実施予定  
 

                     
           ②地区最優秀・優秀選手選考会議 

 
表選手選考会議 １１月下旬～１２上旬にかけて実施をす
る。 
日程・場所等は未定 

 
 
２ 中学      ① 最優秀・優秀選手選考会議（３年） ７月２６日（日） 

       ② 地区ＤＣ強化練習会 
県ＤＣ候補選手選考会議        ５月～８月

   
                                             （時間場所未定） 

            
 ３ 高校      ① 小田原地区最優秀・優秀選手選考会議  
 

                   関東大会西支部予選および県予選、インターハイ西支部予選 
                     および県予選を長期的に見て選考する。 

 

② Ｕ１６地区ＤＣ選手選考 

 

Ⅲ 今年度選手選考委員会の重点活動  

  ＊Ｕ１２部会・中・高の強化技術普及事業と連携し、よい人材の発掘を心がける。 

 ①中学校では、ブロック育成センターに選考される人材 

  ②Ｕ１２部会・高校では、次のカテゴリーで活躍できる人材 



２０２０年度 医科学委員会 事業計画（案） 

 

 

●基本方針 

   

① 生涯スポーツにおける健康管理 

② スポーツ障害の予防に対する啓発 

③ バスケットボールにおいての障害防止 

④ 各種講習会のお知らせ 

⑤ 県協会の医科学委員会との連携 

 

 

●活動予定 

 

① 医科学講習会 

●栄養学講習会 

●メンタルトレーニング講習会 

●安全講習会 

② 小田原スポーツ医との連携 

③ 各種講習会の伝達 

④ 県協会の医科学委員会への参加と連携 



２０２０年度 危機管理委員会 事業計画（案） 

 

１．懲戒事例の情報収集及び研究 

   事案発生時に備え、他協会等での懲戒事例の情報収集を 

  行い、対応方法の研究を行う。 

 



（単位：円）

予算額 予算額

◎協会運営費 520,000 ◎一般経費 931,000

・社会人 180,000 通信費 15,000

・中学 80,000 会議費 100,000

・Ｕ１２部会 交通費 10,000

 （チーム） ＠ 5,000 180,000 交際費 130,000

 （個人） ＠ 200 80,000 事務費・印刷費 15,000

賞品・賞状費 60,000

総務委員会費 8,000

◎協会行事参加費 130,000 競技委員会費 20,000

審判委員会費 200,000

・高校 　・企画部

　・総務部

　・ＴＯ部

　・指導部

強化技術委員会費 30,000

審判審査委員会費 24,000

◎雑収入 398,000 選手選考委員会費 24,000

医科学委員会費 12,000

<小田原市体育協会助成金> 8,000 渉外委員会費 8,000

<中学文章費> 110,000 審判講習会費 35,000

<県協会分配金> 280,000 医科学講習会費 25,000

強化普及補助費 120,000

　・Ｕ１２部会

　・中学

　・高校

役員派遣費 15,000

ホームページ管理費 80,000

◎協賛金他 100,000

 （保険料・体育館使用料補填）

◎７０周年事業費 100,000

◎前年度繰越金 360,575 ◎予備費 277,575

1,408,575 1,408,575収入合計 支出合計

２０２０年度　収支予算書（案）

収入の部 支出の部

項目 項目



小田原バスケットボール協会 規約条文改正（案） 

                                                             ２０２０．４.４ 

                                                                     定期総会資料   

                                                                    於；ＵＭＥＣＯ 

１ 改正について 
 

 

【第１２条の改正】 

  ＜改正前＞ 

    第１２条（常任理事） 

     常任理事の構成メンバーは、会長、副会長、理事長、副理事長、県協会理事、総 

    務委員長、財務委員長、競技委員長、審判委員長、審判審査委員長、強化技術委 

    員長、選手選考委員長、渉外委員長、医科学委員長および各ミニ、中、高、一般 

     (省略) 

 

 

  ＜改正後＞ 

   第１２条（常任理事） 

常任理事の構成メンバーは、会長、副会長、理事長、副理事長、県協会理事、総 

    務委員長、財務委員長、競技委員長、審判委員長、強化技術委員長、選手選考委 

    員長、渉外委員長、医科学委員長、危機管理委員長および各Ｕ１２部会、中、高、 

    社会人 (省略) 

 

 

【第１８条の改正】 

  ＜改正前＞ 

    第１８条（委員会） 

     本会には、次の委員会を置く 

    １．総務委員会(財務を含む)               ２．競技委員会 

    ３．審判委員会             ４．審判審査委員会 

    ５．強化技術委員会           ６．選手選考委員会 

    ７．渉外委員会             ８．医科学委員会 

    ９．危機管理委員会 

      （省略） 

 

 

  ＜改正後＞ 

    第１８条（委員会） 

     本会には、次の委員会を置く 

    １．総務委員会(財務を含む)               ２．競技委員会 

３．審判委員会             ４．強化技術委員会 

    ５．選手選考委員会           ６．渉外委員会 

    ７．医科学委員会            ８．危機管理委員会 

      （省略） 

 

 
 



２０２０・２０２１年度 役員改選(案) 

 

会 長   牧島 かれん(再任) 

副会長   徳田 孝行 (再任) 

      岩崎  進 (再任) 

名誉会長  前田  誠 (再任) 

会計監査  稲毛 真弓 (再任) 

      相原 英夫 (新任) 

 

以 上 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小田原バスケットボール協会規約 



小田原バスケットボール協会規約 

 

第一章 総則 

第１条（名称） 

 この協会は、小田原バスケットボール協会（以下本会）とする。 

第２条（目的） 

 本会は、小田原地区のバスケットボール競技を統括し、代表する団体として、バス

ケットボールの普及・振興を図るとともに、加盟団体ならびに登録会員相互の親睦

を図り、学校教育、社会教育に貢献することを目的とする。 

 

第二章 事業 

第３条（事業） 

 本会は、前条の目的を果たすため、次の事業を行う。 

 １ 本会の主催または主管する競技会の運営。 

 ２ 本会の主催する競技会への協力と指導。 

 ３ 審判委員の要請、研修、派遣、公認。 

 ４ バスケットボール競技に関する講習会の開催および指導者の養成。 

 ５ バスケットボールに関する研究および記録の作成。 

 ６ その他、本会の目的を達成するための必要な事項。 

第４条（年度） 

 本会の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日とする。 

第５条（事務所） 

 本会の事務所は          に置く。 

 

第三章 組織および登録 

第６条（組織） 

 本会は小田原市、南足柄市、足柄上、下郡において結成した地域、学校、職場、ク

ラブ等に於けるバスケットボール団体で、本会の趣旨目的に賛同した団体をもって

組織する。 

第７条（目的） 

 本会の目的に賛同した団体は、本会の加盟団体となり、その所属するチームを本会

に加盟、登録しなければならない。 

加盟、登録に関する規定は別に定める。 



第四章 役員 

第８条（役員） 

 本会に次の役員を置く。 

 １ 会長            １ 名 

 ２ 副会長           若干名 

 ３ 理事長           １ 名 

 ４ 副理事長          若干名 

 ５ 常任理事          若干名 

 ６ 理事            若干名 

 ７ 委員            若干名 

 ８ 会計監査          ２ 名 

 ９ 関連団体へ派遣する役員   若干名 

 その他必要に応じて名誉会長、顧問、参与をおくことができる。 

第９条（会長） 

 会長は、総会の推薦により就任する。 

 会長は、本会を総理し代表する。 

第１０条（副会長） 

 副会長は、総会の推薦により会長が委嘱する。 

 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。 

第１１条（理事長およひ副理事長） 

 理事長は、常任理事の推薦により会長が委嘱する。 

 理事長は、本会の会務を掌理し、その執行の責任者となる。 

 理事長は、会長、副会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

 副理事長は、理事の中から理事長が推薦し、会長が委嘱する。 

 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。 

第１２条（常任理事） 

 常任理事の構成メンバーは、会長、副会長、理事長、副理事長、県協会理事、総務委員

長、財務委員長、競技委員長、審判委員長、審判審査委員長、強化技術委員長、選手選

考委員長、渉外委員長、医科学委員長および各ミニ・中・高・一般の代表者からなり、

その他必要と認めた場合、理事長が推薦し、会長が委嘱する。 

第１３条（理事および委員） 

 理事および委員は、各加盟団体より選出し、常任理事会の推薦により会長が委嘱する。

理事および委員は、常任理事会で審議実行された事項について、その執行にあたる。 

第１４条（会計および会計監査） 

 会計は、財務委員長が担当する。 

 会計監査は、総会の推薦により会長が委嘱する。 

 会計監査は、本会の会計、財務について監査する。 



第１５条（名誉会長・顧問・参与） 

 名誉会長は、総会の推薦により会長が委嘱する。 

 顧問・参与は、常任理事の推薦により会長が委嘱する。 

 顧問・参与は、本会の最も重要な事項について諮問に応じる。 

第１６条（役員の任期） 

 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。役員に欠員が生じた時は、原則として補

充する。補充された役員は、前任者の残りの任期とする。役員は、その任期終了後

においても後任者が就任するまでは、なおその職務も行う。 

 

第五章 会議 

第１７条（常任理事会） 

 常任理事会は、理事長が必要と認めたときに召集する。常任理事会は、常任理事の

半数以上の出席により成立し、次の事項について審議決定処理する。 

１．本会の事業に必要な事項    

２．本会の顧問の推薦 

３．委員会に関すること 

４．その他必要な事項 

第１８条（委員会） 

 本会には、次の委員会を置く 

１．総務委員会(財務を含む)    ２．競技委員会 

３．審判委員会          ４．審判審査委員会 

５．強化技術委員会        ６．選手選考委員会 

７．渉外委員会          ８．医科学委員会 

９.危機管理委員会 

各委員会は、会務を審議処理するとともに常務を分掌し執行する。 

第１９条（総会） 

 総会は、全役員をもって構成し、本会の最高議決機関である。 

 会長が必要に応じて召集し、会長が議長となる。総会は役員の二分の一以上の出席

により成立し、議事は、出席役員の三分の二以上の議決により決める。 

１．年間事業計画 

２．予算および決算 

３．会長および副会長、名誉会長、会計監査の推薦   

４．登録金および大会参加料   

５．規約の改正 

６．その他必要な事項 

 

 



第六章 会計 

第２０条（経理） 

 本会の運営は、協会運営費、寄付金、その他の収入をこれにあてる。 

第２１条（会計年度） 

 本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日とする。 

第２２条（協会運営費） 

 本会に加盟しようとするチーム、登録しようとする個人は、毎年所定の協会運営費

を納入しなければならない。 

 協会運営費の規定は別に定める。 

 協会運営費の額は、総会の議決によりこれを定める。 

 

第七章  

第２３条（細則） 

 この規約を実行するために必要な細則は、別に定めることができる。 

第２４条（規約） 

 この規約は、総会の議決を経なければ改正できない。 

 この規約は、昭和５９年 ４月 １日から有効となる。 

 以後、該当規約改正は、議決後から有効となる。 

       昭和６３年 ４月 １日   一部改正。 

       平成 ４年 ４月 ７日   一部改正。 

       平成 ６年 ４月 ８日   一部改正。 

平成 ８年 ４月 ３日   一部改正。 

       平成１５年 ４月 ６日   一部改正。 

       平成１７年 ４月 ２日   一部改正。 

平成２６年 ４月 ５日   一部改正。 

平成３０年 ４月 ７日   一部改正。 

平成３１年 ４月 ６日   一部改正。 
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