
 

 ２ ０ ２ １ 年 度 
 

小田原バスケットボール協会定期総会 
 

２０２１年５月１日(土)１８：３０～ 

おだわら市民交流センターＵＭＥＣＯ会議室１ 

 
≪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（２０２０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 前強化技術委員長 

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

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

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

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

(10) 協会創立７０周年記念事業            稲毛 英則 副理事長 

 

４ 審議事項 

(1) ２０２０年度決算                山口 理恵 財務担当 

   会計監査報告                  相原 英夫 会計監査委員 

                            

 (2) ２０２１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                 越智 淳  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) ２０２１年度予算                山口 理恵 財務担当 

 

(4) 規約改正 

 

 (5) その他 
 

５ その他 

 

６ 閉会の言葉                               岩崎 進 副会長 

 

 



 

 

2020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） 

１０/２９  県協会総務部会（県協会事務所） 

 １/２１  県協会総務部会（リモート開催） 

 ３/    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蔓延予防のため中止 

 

(2) 総務委員会（小田原バスケットボール協会） 

    ＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、未開催 

 

(3) 小田原バスケットボール協会常任理事会 

４/１４  第１回常任理事会 （牧島かれん 事務所） 

５/    第２回常任理事会  中止 

６/２６  第３回常任理事会 （生涯学習センター けやき） 

７/１０  第４回常任理事会 （生涯学習センター けやき） 

９/ ４  第５回常任理事会 （小田原アリーナ 大会議室） 

１０/１６   第６回常任理事会 （生涯学習センター けやき） 

１１/ ９  第７回常任理事会 （小田原アリーナ 大会議室） 

１２/１１  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/ ８  第１０回常任理事会（リモート開催） 

３/ ８  第１１回常任理事会（リモート開催） 

 

(4) 行事関係 

４/ ６  2019 年度定期総会(UMECO) 書面総会 

    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蔓延予防のため中止 

 

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 



 

２０２０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(2020/8/20・以後は書面開催) 

② 県Ｕ１５選手権大会 ビデオ撮影作業協力(2020/10/18) 

               

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(2020/6/2) 

 

３.広報活動 

・２０２１年度のＷリーグの誘致活動 

 ２０２２年１月１５日㈯・１６日㈰ 小田原アリーナにて 

 富士通 vs デンソーを開催出来る事が決定しました。 



２０２０年度競技委員会活動報告 

 ２０２０年度は、２０１９年度に発出された新型コロナウイルス感染拡大防止の「緊急事態宣言」により、各カテゴリ

ーの多くの大会及び、イベント事業が自粛により中止となりました。特に小、中、高の最終学年の皆さんは、区切りとな

る大会の中止で非常に残念な思いをされたと思います。また、協会最大イベントの第４８回小田原地区総合バスケットボ

ール祭も２年連続して、新型コロナウイルス感染拡大の影響から、「緊急事態宣言」が再発出されてやむを得ず「中止」

となりました。年度を通して、各種大会開催可否判断や、感染防止（３密回避、換気、消毒作業など）を徹底する中での

競技運営に、各カテゴリー競技委員、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（２０２１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。 

①新型コロナウイルス予防ワクチンの接種会場となる体育館では、利用できない曜日などがあります。 

 大井町総合体育館４／１７以降～７月初旬の日曜日利用不可 

湯河原町民体育館（詳細 要確認） 

②新型コロナウイルス感染拡大防止で、健康チェック、３密を避けるため対応として、無観客試合、対戦チームの   

総入れ替えなどや、試合間での器具や椅子などの消毒については、当分の間継続されると予想されます。試合間 

の時間的な余裕をとるなど、引き続きご協力お願い致します。 

以下は、例年の優先予約方法です。 

日 時 内  容 

７／１６ 緊急事態宣言後の大会確認 

９／２６ 県３Ｘ３大会 高校 （大井町総合体育館） 

１０／１５ 県Ｕ１５選手権大会（小田原アリーナ） 

１０／１７ 県３Ｘ３大会 社会人（大井町総合体育館） 

１／１３ 来年度競技日程 

３／１９ 来年度競技日程と会場確保状況確認 

日  時 内  容 

４／初～８月 緊急事態宣言下の公共体育施設利用条件の依頼、利用者名簿、健康チェックリストなど県西地区公

共体育施設へのヒヤリングと整備を実施 

10/28～10/29 関東ゴールデンシニア大会支援（小田原アリーナ） 

11/初～2/末 ２０２１年度競技予定確認と先行予約申請 

１月～２月 ２０２１年度公共体育施設先行予約調整 

２／２８ ２０２１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/西湘スポーツセンター／大井町総合体育館） 

３／～ ２０２１年度競技確認（小田原スポーツ会館確定状況）／２０２０年度競技結果打ち込み要請 

緊急事態宣言再発出と延長期限解除（３／２１）後の県西地区市町行政の公共施設利用再開や利用

条件について調査 

 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 

西湘スポーツセンター 
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 西湘スポーツセンター 

＊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。 

  ＊協会機密情報のため削除しました。 

 

 

 

    

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 

  ＊協会機密情報のため削除しました。 

   

 

 

 

 

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 

  ①大井町総合体育館の表示盤について（２種類が利用可能です） 

    モルテンデジタイマーＤＸ０１１０を対面で無線ユニットＵＰ１０７０制御する方式（２０２０年６月導入） 

従来の大型電光表示盤スタート／ストップＳＷの接触不良（ＳＷ交換済） 

  ②小田原アリーナのＦＩＢＡ（ＬＥＶＥＬⅠ ＬＥＶＥＬⅡ）主催大会採用のゴールについて 

２０２０年１０月にＦＩＢＡ主催大会採用のゴール１対が導入されました。機能は、 

エンドラインからゴール支柱垂直壁間２Ｍ以上（コート外周囲の障害物について） 

ゲームクロックとショットクロック時限ＬＥＤバー表示  

バックボード上のゲームクロックとショットクロック表示  

ＳＹＳＴＥＭはＦＵＪＩＴＳＵです。 

メインコートのみでゴールセッター（新規品 従来品との共用不可）を利用した設置が可能です。 

 ５．年間活動の反省 

  ①新型コロナウイルス感染拡大防止で大会や、イベント事業を自粛キャンセルする場合、キャンセル料金発生につ

いて留意して下さい。＊２０２１年３月末時点の状況です 

    ・小田原アリーナ：メインアリーナ全面利用の場合 ６ヶ月前までにキャンセル必要です 

    ・南足柄市体育センター 大井町総合体育館 西湘スポーツセンターについてはキャンセル料金無しです 

     ＊施設側（行政指示）が休館する場合は、キャンセル料金発生しません。 

     ＊詳細は、各公共体育館に相談して下さい。 

②公共体育施設の利用ついては、新型コロナウイルス感染拡大防止のルール徹底の観点から、特にロビーや通路での

試合前後を含むミーティングや飲食、館内外のアップ運動場所など、公共体育施設より、３密回避の徹底や一般

利用者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（無観客試合の場合は入館も不

可です）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。 

  ③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。新型コロナウイルス感染状況により、利用条件等に変更ありますので必ず打合せして

ください。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。 

                        以 上 



日本スポーツマスターズ神奈川県予選（男子）　　　　　　　

男子２位 女子１位

新型コロナウイルス「緊急事態宣言」により中止

男子 男子

男子１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）

小田原
（３位）

新人大会支部予選
県新人大会

高校総体支部予選
（県大会出場校）
高校県総体

星槎湘南
（５位）

平塚学園
（５位）

県新人大会は新型コロナウイルス「緊急事態宣言」により中止

立花学園
（５位）

大磯
（９位）

星槎湘南
（優勝）

立花学園
（５位）

新型コロナウイルス「緊急事態宣言」により中止

相洋
（５位）

大磯
（５位）

小田原
（９位）

城山 橘
千代 橘

小田原カップ

大井カップ兼関東予選
県大会

県西ﾌﾞﾛｯｸ　総体
県総体

文命 山北 湘光 南足柄 足柄台足柄上／南　新人大会

小田原／下　総体代替

後期リーグ １部 ２部 ３部 ４部 ５部 後期リーグ

SIZZLAＢ－ｔｒｉｂｅ Bandits 小田高名球会

ｔｒｉｕｍｐｈ Ｇａｚｅｒ　Ｂｅａｍ ｑｕｉｎｔｅｔ

ｃｈａｎｎｅｌｓ Freelance ＺＥＥＬＥ

山北クラブ(女)ＳｅｖｅｎＴｅｅｎｓ

swankys

channels
FB

ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

ベスト４
２回戦

 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

前期リーグ

１位
２位
３位
４位

６位
５位

７位

ＢＡＣＣＵＳ 若虎

TOP IDP ＡＩＮＥＳＳ

Ｍ．Ｂ．Ｃ．

女子２位

地区冬季大会

前期リーグ １部 ２部 ３部 ４部 ５部

社会人 男　　　　子

新型コロナウイルス「緊急事態宣言」により中止

湘光

高　校

酒匂 鴨宮 城南 千代 白山 千代
県西ﾌﾞﾛｯｸ　新人大会
県　新人大会

小田原／下　新人大会
酒匂 湯河原 山北 文命 白山 湘光

新型コロナウイルス「緊急事態宣言」により中止

２０２０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

ＡＩＮＥＳＳ ＳｅｖｅｎＴｅｅｎｓ ＳＩＺＺＬＡ 山北クラブ

新型コロナウイルス「緊急事態宣言」により中止

新型コロナウイルス「緊急事態宣言」により
後期リーグ戦は２０２０年度内日程消化でき
ず２０２１年に持ち越しとなり、左記標記は
リーグ戦登録順です。

新型コロナウイルス「緊急事態宣言」により中止

新型コロナウイルス「緊急事態宣言」解除したが、選手の安全性、感染予防により中止

新型コロナウイルス「緊急事態宣言」により中止

新型コロナウイルス「緊急事態宣言」により中止

新型コロナウイルス「緊急事態宣言」により中止

新型コロナウイルス「緊急事態宣言」解除したが、選手の安全性、感染予防により中止

新型コロナウイルス「緊急事態宣言」により中止

新型コロナウイルス「緊急事態宣言」により中止

女　　子

三の丸 城北 富士見 下府中 開成 三の丸 足柄

県西ﾌﾞﾛｯｸ春季大会
中　学

交流大会として開催しました　順位付けはありません

２０２１年度に
かけて実地予
定です。

協会長杯 新型コロナウイルス「緊急事態宣言」により中止

新人戦

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 鴨宮

１位 ２位 ３位 ３位 １位 ２位 ３位 ３位

足柄上／南　総体代替 南足柄 文命 岡本 文命 松田



２０２０年度 強化技術委員会 事業報告 
 

１ 県強化技術委員会     ＊コロナ感染症の影響で１回のみの開催 

①   ９月７日（月）  瀬谷高校  コロナ禍での活動の検討 他    

 

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

回  日  時  内       容 

① ５月２９日    令和２年度の活動について  

 

３ ミニ関係 

コロナ感染症を考慮し全て中止。 

①  県ミニ選抜大会選考会  開催中止 

②  練習会          開催中止  

③  県ミニ交歓大会     開催中止 

④    指導者講習会      開催中止 

 

４ 中学校関係 

コロナ感染症を考慮し全て中止。 

 

①  県優秀選手・県西ブロック最優秀・優秀選手選考会 

 ７月２３日（日）  １９：３０～ 西湘体育センター   開催中止 

 

②  Ｕ―14練習会       小田原協会主催     開催中止 

③  Ｕ―13練習会       小田原協会主催     開催中止 

④  Ｕ－15選抜選手練習会   小田原協会主催   開催中止 

⑤  県選抜地区交歓会             開催中止 

⑥  伝達指導者講習会（選抜スタッフ対象）   開催中止 

  

５ 高校関係 

①  小田原地区最優秀・優秀選手選考会 

   関東予選・ＩＨ予選の中止に伴い、新人戦およびウインターカップ予選を参考に選出 



 
 コロナ感染症を考慮し②から⑤は中止。 

②  小田原地区ＤＣ選手選考会     開催中止 

③  小田原地区ＤＣ強化練習会     開催中止 

④  地区ＤＣ対抗戦           開催中止 

⑤  高校強化招待試合        開催中止 

  

６ バスケットボ－ル祭 ※開催中止 

①   ミニ   

②   中学      中学U14東選抜Ａ    ＶＳ 中学U14西選抜Ｂ 

③   高校      高校１年選抜     ＶＳ 高校２年選抜（各チーム推薦） 

④   一般      一般選手権決勝（男女） 

⑤   家庭婦人         家庭婦人交流戦 

 
７ その他 
  
①  小田原協会指導者講習会 

  コロナ感染症を考慮し中止。 

②  小田原バスケットボール協会ミニバスクリニック 

  コロナ感染症を考慮し中止。 

③   ミニバス・高校交流会 

  コロナ感染症を考慮し中止。 

 
 



　企画部 総務部 ＴＯ部 IR部

・・・・・ （１名） ・・・・・ （１名）
・・・・・ （23名） ・・・・・ （20名）
・・・・・ （18名） ・・・・・ （81名） 計 144 名

☆☆☆ 昇 格 者 ☆☆☆
日本協会公認Ｂ級 （ ０名 ）
日本協会公認Ｃ級　　　　　　　（ ０名 ）
日本協会公認Ｄ級　　　　　　　（ ０名 ）

全体会 【  ０回  】
企画部会 【  ４回  (７月・10月・12月・３月　)　】
正副委員長会議 【  ０回  】
指導部会 【  ０回  】

日本・関東協会主催の講習会
・・・・・ リモート開催など

県協会主催の講習会
・・・・・ 資料配信

　日本協会公認B・C級審判員講習会 ・・・・・
・・・・・
・・・・・

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 】 ・・・・・
　日本協会公認D級審判員講習会 ・・・・・
　新規日本協会公認D級審判員候補者講習会 他 ・・・・・

　　 地区及び県大会 ( U12・U15・U18・社会人 )  ・・・・・ 多数
　 ・・・・・

関東学生リーグ ・・・・・ ―

・・・・・

ＷＪＢＬ/B３　

帯同審判講習会・その他 【 U12・U15・U18・社会人 】 ・・・

小田原バスケットボール祭 （ ２月 ） ・・・【中止】

 副部長：  　　―

7．協会行事等

全国ミニ

全日本総合選手権

6．講師派遣

　地区連盟委員長研修会
コロナのため中止

・・・・・

茂泉圭治　浅見好美　荻原悠太

コロナのため中止

荻原悠太

 副部長：  　　―
　　　　　　　　吉田涼子

　日本協会S級指名強化研修合宿　　他　　　　　　　　　 ・・・

日本協会公認E級審判員 

　　　　　　　　茂泉圭治

日本協会公認B級審判員 日本協会公認C級審判員 

　日本協会公認C級審判員講習会 【公認審査】

2．会議

 部長　 ：　浅見好美  部長　 ：　茂泉圭治

日本協会公認D級審判員 

日本協会公認S級審判員 

コロナのためなし

委員長    ： 神尾博文

副委員長 ： 佐藤健

2020年度　審判委員会　活動報告

茂泉圭治

4．審判員派遣

１．委員会構成

 副部長：  　　―

　全国審判長会議伝達講習会 
コロナのため中止

日本協会公認Ａ級審判員 

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：  　　―

コロナのため中止

コロナのため中止

コロナのため中止



２０２０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 ミニ関係 
    県ミニ選抜大会選考会 
     コロナ感染症を考慮し中止。 

練習会  
     コロナ感染症を考慮し中止。 
 
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２３日（日）  １３：３０～ 西湘体育センター 

コロナ感染症を考慮し中止。 

 

② 県選抜ブロック交歓会選手選考会 中ク連主催  

   ５月 ６日   大井町総合体育館    

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 

コロナ感染症を考慮し中止。 

 

３ 高校関係 

① 小田原地区最優秀・優秀選手選考会 

    関東予選・ＩＨ予選の中止に伴い、新人戦およびウインターカップ予選を参考に選出しま

  した。 

 ② 小田原地区ＤＣ選手選考会 

    コロナ感染症を考慮し中止。 

 

 



2020年度 医科学委員会 事業報告 
 

 

●医科学委員会 

 

6月上旬    未開催 

 

  10月中旬    未開催 

 

1月下旬    未開催 

 

   ＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため 

 

 

 

●講習会 

 

6月下旬   『食事と水分補給』    未開催 

 

 

2月上旬   『怪我の対処法と予防』  未開催 

 

 

   ＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため 

 



２０２０年度 危機管理委員会 事業報告 

 

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った。 

  



協会創立７０周年記念事業報告 

 

 本協会は、２０２０年度（令和２年度）に協会創立７０周年の節目を迎えたため、以下の

記念事業を行った。 

 当初は、３月２１日に報徳二宮神社報徳会館にて記念祝賀会を開催し功労者表彰等を行う

予定だったが、新型コロナウィルスの感染拡大を防ぐため中止とした。 

 

１．功労者表彰 

   本協会の活動に多大なる貢献及び功績があった方１０名に対し、表彰状及び記念品を 

  贈呈した。なお、式典中止に伴い郵送にて対応した。 

氏名、団体名 表彰理由 

石井  温 
長年にわたりニバスの指導者として育成に尽力された。協会では医

科学委員長、ミニでは強化技術委員長を歴任して現職にある。 

木村 善之 
1990 年に県立大井高校（女子）で関東大会に出場。高体連の西相地

区委員長を 4年務め、若手の育成にも尽力された。 

故・鎌倉  厚 
国府津中学校、鴨宮中学校（ともに女子）でチームを県総体優勝に 

導くなど、輝かしい成績を残された。2019年 12月 30日ご逝去。 

酒匂中学校男子 

バスケットボール部 

令和元年度第 43回神奈川県中学校バスケットボール新人大会におい

て優勝。 

稲井 桃子 
大窪ミニバス、城南中学校出身、現在はデンソーアイリス所属。高

校 2年次にはインターハイ優勝。2018年日本代表候補選手に選出。 

小酒部 泰暉 
山北ミニバス、山北中学校、山北高校出身、現在はアルバルク東京

に所属。U-22日本代表。2020年日本代表重点強化選手（代表 B） 

医療法人同愛会 

小澤病院 
長年にわたり、多大なるご支援ご協力をいただいている。 

有限会社三幸 長年にわたり、多大なるご支援ご協力をいただいている。 

小料理 宮小路あい 長年にわたり、多大なるご支援ご協力をいただいている。 

まつざわ魚店 
長年にわたり、多大なるご支援ご協力をいただき、先代社長（松澤

岳志氏・2020年 10月ご逝去）はバスケットの普及にも尽力された。 

 

２．バスケットゴール設置 

   上府中公園内に設置されているバスケットゴールが老朽化により使用できなくなって 

  いるため、新たにゴールを設置し小田原市に寄贈した。 



2 ０２０年度　決算書（案）

収入の部

項目 予算額 決算額

○協会運営費

・社会人

・中学

・Ｕ１２部会

（チーム）　@5000

（個人）　　@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＞

○前年度繰越金

520,000
180,000
80,000

180,000
80,000

130,000

398,000
8,000

110,000
280,000

360,575

173,000
133,000
40,000

0
0

117,910

340,806
11,800
50,000
279,000

6

360,575

収入合計 1,408,575 992,291

2 ０２０年度　収支決算書1

(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

一指導部

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

・Ｕ１２部会

・中学

・高校

役員派遣費

ホームページ年間管理費

○協賛金他

(使用料･ 体育館使用料補填)

○７０周年積立金

○予備費

931,000
15,000
100,000
10,000
130,000
15,000
60,000
8,000

20,000
200,000

30,000
24,000
24,000
12,000
8,000

35,000
25,000

120,000

15,000
80,000

100,000

100,000

277,575

302,625
3,394
80,730
2,650

23,000
11，392
30,000
8,000

19,679
29,940

4,000
0
0
0

4,340
0
0
0

5,500
80,000

50,000

194,597

0

支出合計 1,408,575 547,222

次年度へ繰り越し

こついて相違ないことを認めます。

445,069

（以)ろZ 年 夕月Zj 日）

会計監査委員　翔 原 灰
鰍腸

稲 果秀、好 防
叉§ノ



 

 

2021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)その他 



 

２０２１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 

Ｗリーグ小田原大会(2022/1/15,16)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。 

 また今年度はＷリーグ小田原大会の開催にあたり、地元出身のデ

ンソー 稲井桃子選手のアピール等を「ＦＭ小田原」・「タウンニ

ュース」等を活用して行っていきます。 

 



２０２１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：西湘スポーツセンター ス：スポーツ会館 南：南足柄市体育ｾﾝﾀー  箱：星槎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 

３ 土  湯河原ｶｯﾌ゚ （南）    4/ 3 

４ 日  湯河原ｶｯﾌ゚ （南）    

 

 

4/ 4 

 １０ 土 ＤＣﾌ゚ ﾚｸﾘﾆｯｸ（大）  関東支部予選  県Ｕ１２部会総会Web 4/10 

１１ 日   関東支部予選   4/11 

 １７ 土  県西春季大会 (西) 関東支部予選   4/17 

１８ 日  県西春季大会 (南) 関東支部予選   4/18 
２４ 土 前期ﾘー ｸﾞ戦（西 大） 県西春季大会 (ア)    4/24 

 ２５ 

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 

前期ﾘー ｸﾞ戦 県西春季大会 (ア） 関東県予選 2020後期リーグ（南）  4/25 

２９ 木 前期ﾘー ｸﾞ戦  関東県予選（ア）   4/29 

５ 

１ 土 前期ﾘー ｸﾞ戦    小田原協会総会 5/ 1 
２ 日 前期ﾘー ｸﾞ戦 FUJIYAMAｶｯﾌ゚ (南) 関東県予選   5/ 2 

 ３ 月 前期ﾘー ｸﾞ戦 FUJIYAMAｶｯﾌ゚ (南) 関東県予選   5/ 3 

４ 火 前期ﾘー ｸﾞ戦  関東県予選   5/ 4 

５ 水 前期ﾘー ｸﾞ戦     5/ 5 

８ 土 前期ﾘー ｸﾞ戦 県西TO審判講習会(岡本中) 総体支部予選  県社会人（大） 5/ 8 

９ 日 前期ﾘー ｸﾞ戦  総体支部予選 2020後期リーグ（南）  5/ 9 

１５ 土 前期ﾘー ｸﾞ戦（南）  総体支部予選  専門学校大会(大） 5/15 

１６ 日 前期ﾘー ｸﾞ戦  総体支部予選 2020後期リーグ (南)  5/16 

２２ 土 前期ﾘー ｸﾞ戦     5/22 

２３ 日 前期ﾘー ｸﾞ戦  総体県予選 2020後期リーグ(南)18時   5/23 

２９ 土 前期ﾘー ｸﾞ戦（大）  総体県予選   専門学校大会(南) 5/29 

３０ 日 前期ﾘー ｸﾞ戦  総体県予選  2020後期リーグ (ス)  5/30 

６ 

５  土 前期ﾘー ｸﾞ戦  総体県予選           6/ 5 

６  日 前期ﾘー ｸﾞ戦  総体県予選 前期リーグ戦  ﾏｽﾀ ｽー゙ 県予選 (  ) 6/ 6 

１２  土 前期ﾘー ｸﾞ戦  総体県予選   6/12 

１３  日 下学年交歓会  総体県予選 前期リーグ戦 (ス) ﾏｽﾀ ｽー゙ 県予選 (  )  6/13 

１９  土 前期ﾘー ｸﾞ戦 中学東海関東交流（大） 総体県予選   6/19 

２０  日 前期ﾘー ｸﾞ戦  総体県予選 前期リーグ戦 (南)  6/23～6/25（ア） 
3Ｘ3日本代表男女合宿 

6/20 

２６  土  6/26中学東海関東交流（西） 

6/26上/南  (大) 

総体県予選  6/26 

２７  日  総体県予選 前期リーグ戦 (ス/南)  6/27 

７ 

３ 土  上/南     7/ 3 

４  日         下/小(湯)    前期リーグ戦 (南)  7/ 4 

１０  土  上/南      下/小(西)    7/10 

１１  日           下/小(湯 西)   体協3×3大会（ア） 
U12/U18含む一般 

7/11 

１７  土  上/南 (山北中)       夏季大会  県総合（大） 7/17 

１８  日         下/小（相洋） 夏季大会 小田原市総体（ア）  7/18 

１９  月   夏季大会   7/19 

２２ 木      7/22 

２３ 金  県西総体（ア）    7/23 

２４ 土  県西総体（ア）    7/24 

２５ 日    小田原市総体（ア）  7/25 

２６ 月  7/27県総体前日準備（大） 

7/28県総体（大） 

7/29県総体（大） 

  オリンピック 

男子：7/25～8/7 

女子：7/26～8/8 

7/26 

２８  水    7/28 

２９ 木    7/29 

３０ 金  7/30県総体前日準備（南） 
7/31県総体（南） 

  7/30 

３１ 土    7/31 

８ 

１  日  8/1県総体予備日（南）   8/ 1 

７  土  上/南審判講習会(南)   ｲﾝﾀ ﾊーｲ  

7/24～8/20 

（新潟県） 

8/ 7 

８  日 地区選抜交歓会（平塚）    8/ 8 

９  月   私学大会（ア）  8/ 9 

１１  水   ｻﾏｰｶｯﾌ゚ （ｱ）8/11～8/12   8/11 

１３  金     ﾐﾆ高校ﾊ ｽ゙ｹ教室(ア) 8/13 

１４  土 大井ｶｯﾌ  ゚     8/14 

１５  日 大井ｶｯﾌ  ゚     8/15 

２１  土 大井ｶｯﾌ  ゚ 8/3 8/19 両日確保 

下/小実技講習会(ア) 

  全国中学（群馬） 

8/18～8/21 

8/21 

２２  日 大井ｶｯﾌ  ゚   8/22 

２８  土 大井ｶｯﾌﾟ（大)    パラリンピック 
8/24～9/5 

8/28 

２９  日 大井ｶｯﾌﾟ（西）     8/29 

９ 

４ 土 後期ﾘー ｸﾞ戦     9/ 4 

５  日 後期ﾘー ｸﾞ戦  秋季大会 前期リーグ戦 (ス) 9/ 5 

１１  土 後期ﾘー ｸﾞ戦（大）  秋季大会  8/31～9/16南足柄市体

育ｾﾝﾀー のLED工事で使

用不可 

9/11 

１２  日 後期ﾘー ｸﾞ戦   秋季大会 前期リーグ戦 9/12 

１８  土 後期ﾘー ｸﾞ戦（大）  秋季大会  9/18 

１９  日 後期ﾘー ｸﾞ戦 中学足柄ﾄ゙ ﾘ ﾑーｷｬﾝﾌ゚ （大） 秋季大会 前期リーグ戦 (ス/南)  9/19 

２０  月 後期ﾘー ｸﾞ戦 中学足柄ﾄ゙ ﾘ ﾑーｷｬﾝﾌ゚ （大） ｵｰﾀﾑｶｯﾌﾟ（南４面）  U15全ｸﾗ県予選（西） 9/20 

２３  木 U-7バスケ教室（大）    9/18～21日本ﾏｽﾀー ｽ゙ 岡山) 9/23 

２５  土 後期ﾘー ｸﾞ戦 地区新人戦 上/南 （大）    9/25 

２６  日 下学年交歓会   トーナメント (南) 県 3×3選手権(大) 9/26 

 



２０２１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：西湘スポーツセンター ス：スポーツ会館 南：南足柄市体育ｾﾝﾀー  箱：星槎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 

 ２ 土  新人下/小(西)  上/南    10/ 2 

 ３ 日 下学年交歓会 新人下/小  トーナメント (南)  10/ 3 

 ９ 土  新人下/小(西)  上/南    10/ 9 

１０ 日  U15神奈川県選手権(ア）  トーナメント (ス)  10/10 

１１ 月      10/11 

１６ 土      神奈川県3×3（大） 10/16 

１７ 日    トーナメント (南) U15全ｸﾗ神奈川予選（西） 10/17 

２３ 土  県西新人大会（南 西）    10/23 

２４ 日  県西新人大会（南）  トーナメント   10/24 

３０ 土  県西新人大会（西）    10/30 

３１ 日  県西新人大会（ア）  トーナメント (ス)  10/31 

１１ 

 ３ 水   新人戦支部予選  U15全ｸﾗ神奈川予選（大） 11/ 3 

 ６ 土 連盟杯（南） 県西新人大会 新人戦支部予選  U15全ｸﾗ神奈川予選（大） 11/ 6 

 ７ 日 連盟杯 県西新人大会 新人戦支部予選 トーナメント (南)  11/ 7 

１３ 土 連盟杯  (大）  新人戦支部予選  U15全ｸﾗ神奈川予選（西） 11/13 

１４ 日 連盟杯  新人戦支部予選 トーナメント (南) 県社会人（大） 11/14 

２０ 土 連盟杯（大）  新人戦支部予選   11/20 

２１ 日 連盟杯  新人戦支部予選 後期リーグ戦 (ス)  11/21 

２３ 火 連盟杯（西）  新人戦支部予選   11/23 

２７ 土 連盟杯（西） 11/26前日準備（大） 

11/27県中学新人大会（大） 

   11/27 

２８ 日 連盟杯 県中学新人大会  後期リーグ戦   11/28 

１２ 

 ４  土 連盟杯  (西） 県中学新人大会   県ENJOY交歓会(南) 12/ 4 

 ５  日 連盟杯（大） 県中学新人大会  後期リーグ戦   (南)  12/ 5 

１１  土      12/11 

１２ 日  県中学新人大会  後期リーグ戦 (南)  12/12 

１８ 土 U-7バスケ教室 (南)    技術講習会 12/18 

１９ 日    後期リーグ戦   12/19 

２５ 土  ｳｲﾝﾀー ｷｬﾝﾌ゚   

25 (南) 

26 (ｱ 大 西 南） 

27 (西） 

28（大 西） 

   12/25 

２６ 日     12/26 

１ 

 ８ 土 1/7前日準備19時～21時 

1/8全国県予選 (南) 
 新人戦県大会    1/ 8 

 ９ 日 全国大会県予選  新人戦県大会   1/ 9 

１０ 月   新人戦県大会（ア）   1/10 

１５ 土 全国大会県予選  新人戦県大会  ＷＪＢＬ（ア） 

富士通 Vs. デンソー 

1/15 

１６ 日 全国大会県予選  新人戦県大会 後期リーグ戦  1/16 

２２ 土 全国大会県予選  新人戦県大会   1/22 

２３ 日 新人戦男女  地区冬季大会 後期リーグ戦 (ス)  1/23 

２９ 土   地区冬季大会   1/29 

３０ 日 新人戦男女  地区冬季大会（南） 後期リーグ戦 (南)  1/30 

２ 

 ５ 土   地区冬季大会（大）   2/ 5 

 ６ 日 新人戦男女  地区冬季大会 後期リーグ戦 (ス)  2/ 6 

１１ 金  Ｕ１２中学交歓会（南3面）    2/11 

１２ 土 新人戦男女  地区冬季大会  県社会人（大） 2/12 

１３ 日 新人戦男女  地区冬季大会 後期リーグ戦   2/13 

１９ 土 ６年生交歓会(南3面）    U15全ｸﾗ交流戦（西） 2/19 

２０ 日    後期リーグ戦 (南)  2/20 

２３ 水  第４９回バスケットボール祭（前日準備 ２／２２ メインアリーナ 大会議室のみ前日利用可（小田原アリーナ） 2/23 

２６ 土      2/26 

２７ 日      2/27 

３ 

 ５  土 3/4前日準備19～21(ア南) 

U12部会関東大会(ア南) 

    3/ 5 

 ６  日   後期リーグ戦   3/ 6 

１２  土      3/12 

１３  日    後期リーグ戦 (南)  3/13 

１９  土 U-7バスケ教室 (大)     3/19 

２０  日   高校交歓会 (南４面）   3/20 

２１  月      3/21 

２２  火      3/22 

２３  水      3/23 

２４  木      3/24 

２５  金      3/25 

２６  土  足柄ｶｯﾌ゚  

26 (大 西) 

27 (ア 大 西)  

30 (南) 

31 (ア 南) 

技術講習会 (南3面）   3/26 

２７  日  技術講習会 (南3面）   3/27 

２８  月    全国ミニ 東京 

調整中 

3/28 

２９  火    3/29 

以上は、３月末日までに集約された予定です。     



２０２１年度 強化技術委員会 事業計画(案) 
 

2021年度の活動に関して、コロナウィルス感染症の状況に応じての計画

となります。計画が実行されても最大限の注意を払いながらの活動とな

ります。 

Ⅰ 強化技術委員会 基本方針  

   １．各カテゴリーの強化（ミニ・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. ミニ・中・高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ミニバスケットボールはコロナ感染症を考慮し、可能な

限り実施 
 

           ②ミニ・中・高の指導者が、集まり実施を考えているが、 

           コロナ感染症を考慮し、可能な限り実施 

                
 
３ ミニ関係       選抜選手選考会  

             Ｕ－１２ＤＣの中から選抜選考 
             選考会を２回実施予定     ６月 
             選抜強化練習会        ７月 
 
              県ミニ選抜大会           ８月８日（日） 
  
  

４ 中学      
①最優秀・優秀選手選考会    大会を通じて選考 
②第一次選抜選手選考会    

    選抜強化練習会       ⇒ 
    第二次選考会実施             
  
 

DC 事業については、感染状況も考慮しながら行うか

決めていきます。県 DC は現状行われていませんの

で地区 DC も今のところ行わない予定です。 



 
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 小田原地区ＤＣ選手選考会 

高校１年生の監督推薦であがってきた選手たちで選考会を実施する予定です。 

   ③  地区ＤＣ対抗戦     

      ２月下旬に実施予定です。年間の地区ＤＣの活動の締めくくりとする大会です。

  

６ 強化事業  

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

  
 ③ ミニ   講習会       ２月１１日（金）   南足柄体育センター 

  
 
 ④ Ｕ－15と高校との練習会 

場所 時間は未定   実施予定は ８月 １回 
                 ９月 １回 

 
⑤ マンツーマン推奨講習会 

 
   １ ミニバス・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  小田原バスケットボ－ル祭   ２月２３日（水） 小田原アリ－ナ 

②   小田原協会技術学習会           １月２３日（日） 立花学園 

   

 

 

 

 



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　：
　I R 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（２）　：　佐藤健　　　茂泉圭治　　

各セクション責任者　 【U12】渡邊　哲朗　　【U15】星野　靖仁　　【U18】浅見　好美　　【社会人】髙野　大介

構　成 （134名）     ： Ｓ級　（1名）　Ａ級　（1名）　Ｂ級　（20名）　Ｃ級　（18名）　Ｄ級　（11名）　E級　（83名）

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。
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。

⑤ 県審判Gをはじめ、各地区・連盟と交流を深める。

副委員長

総務部企画部

◎企画部会

講習会の講師。　各部会・担当・委員への指導・助言。

2021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

県ＴＯ部会

インストラクター部会（IR部）

各セクション （ U12 ・ U15 ・ U18 ・ 社会人 ）

　　☆　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。
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

3．委員会内の活動

4．審判員



２０２１年度 選手選考委員会 事業計画(案) 

      

2021年度の活動に関して、コロナウィルス感染症の状況に応じての計画と

なります。計画が実行されても最大限の注意を払いながらの活動となりま

す。 

Ⅰ 選手選考委員会 基本方針  

   １．各カテゴリーの強化（ミニ・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  

 
  ミニ・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 ミニ関係     
① 県ミニ選抜大会選考会議 

    Ｕ－１２ＤＣの中から選抜選考をする。 
選抜選手選考会議 ６月上旬～下旬にかけて１回実施をする。 
日程・場所等は未定  練習会  ７月に２回実施予定  

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

選抜選手選考会議 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    大会を通じて選考 
② 第一次選抜選手選考会    

     選抜強化練習会       ⇒ 
     第二次選考会実施             
  
 
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小田原地区ＤＣ選手選考会 

 高校１年生の監督推薦であがってきた選手たちで選考会を実施する予定です。 

 

Ⅲ 今年度選手選考委員会の重点活動  

  ＊ミニ・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、ジュニアオールスターに選考される人材 

  ②ミニ・高校では、次のカテゴリーで活躍できる人材 

DC 事業については、感染状況も考慮しながら行うか

決めていきます。県 DC は現状行われていませんの

で地区 DC も今のところ行わない予定です。 



2021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 



２０２１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、引き続き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 480,000 ◎一般経費 781,000

・社会人 180,000 通信費 15,000
・中学 40,000 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 100,000 競技委員会費 20,000
審判委員会費 174,000

・高校 　・企画部

　・総務部

　・ＴＯ部

　・指導部

強化技術委員会費 30,000
選手選考委員会費 24,000

◎雑収入 438,000 医科学委員会費 12,000
渉外委員会費 8,000

<小田原市体育協会助成金> 8,000 審判講習会費 35,000
<中学文章費> 60,000 医科学講習会費 25,000
<県協会分配金> 370,000 強化普及補助費 20,000

　・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）

◎前年度繰越金 445,069 ◎予備費 582,069

1,463,069 1,463,069収入合計 支出合計

２０２１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） 

                                                             ２０２１．５.１ 

                                                                     定期総会資料   

                                                                    於；ＵＭＥＣＯ 

１ 改正について 
 

 

【第５条の改正】 

  ＜改正前＞ 

    第５条（事務所） 

     本会の事務所は         に置く。 

 

 

  ＜改正後＞ 

   第５条（事務所） 

本会の事務所は 理事長宅 に置く。 

    

 

【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、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。 

 

 

  ＜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・Ｕ１５ 

    部会・Ｕ１８部会・社会人の代表者からなり、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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、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．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 

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。 

２０２０年 ４月 ４日   一部改正。 
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