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○ 法人事業

① 定例評議員会 平成31年(2019年)6月開催

・平成３０年度事業報告・決算報告について

② 臨時評議員会 2020年3月開催

・2020年度事業計画（案）・予算（案）について

○ 法人事業

① 第１回理事会 平成31年(2019年)5月開

・平成３０年度事業報告 ・決算報告について ・設立時評議員の改選について

② 第２回理事会 2019年9月開催

・上期の業務執行状況について

③ 第３回理事会 2019年12月開催

・2020年度事業計画・予算の編成方針について

④ 第4回理事会 2020年3月開催

・2020年度事業計画・予算について

○ 法人事業

● 会議　　案件に応じて随時開催（年６回予定）

○ 法人事業

● 会議 2019年9月開催（予定）

・県協会事業について説明と意見交換

・市町村協会相互の情報交換等

1 評 議 員 会

場　所 新潟市

2 理 事 会

場　所 新潟市

場　所 新潟市

場　所 新潟市

場　所 新潟市

(予定）

4 市町村協会会長会議

場　所 新潟市

場　所 新潟市

3 幹　部　会　議

場　所 新潟市
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○ 法人事業
① 公益財団法人日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）

② 北信越バスケットボール協会

③ 公益財団法人新潟県スポーツ協会

④ その他関係機関・団体等との連絡・連携

基本方針・活動内容
(1) 定款、定款細則及び各種規程類に関すること。

(2) 理事会・評議員会に関すること

(3) 市町村協会会長会議に関すること

(4) 表彰に関すること。

(5) 各専門委員会・部会の事業計画及び事業報告に関すること。

(6) 各専門委員会・部会の予算及び決算、その他財務に関すること。

(7) 他の専門委員会・部会の所管に属さない事項に関すること。

○ 法人事業

①

ａ 定例会

ｂ 臨時総務委員会 必要に応じて

②

１月

基本方針・活動内容
(1) 登録業務

・

(2)
・

(3) 競技日程の調整とその検討
・

(4) 各種大会の開催
・

5 上部機関・外部団体等関係会議

6 総 務 委 員 会

総務委員会

日　程 毎月１回 場　所 新潟市

場　所 新潟市

新年祝賀会（加盟団体・傘下団体等連携強化）

日　程 場　所 新潟市／未定

日　程

7 競技会委員会

チーム登録および競技者登録の管理や設定・ 新規登録希望チームおよび競技者への案内や
説明・ 各連盟への登録方法の説明や調整

県内で行われる各種競技会の開催についての申請の受付業務

北信越ブロック大会の日程の調整と検討・ 各連盟との競技日程の調整と検討・ 各地方協会
との競技日程の調整と検討

県内競技会の開催申請受付

主催大会の企画と準備、運営・ 北信越ブロック大会の支援と協力・ 各連盟主催大会の支援
と協力
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(5) 競技施設の調整とその検討
・

1 普及振興事業

(1) 競技会開催事業

①

11(土)～12(日),19(日)

②

13(土)～15(月)

2 その他の事業

①

上旬

②

③

下旬

④

26（土）

基本方針・活動内容
(1) 競技及び競技会に関連する違反行為に関すること。

・

(2) 本協会の加盟・登録団体および選手等による本規程等に対する違反行為に関すること。

・

(３)

・

・

1 指導普及事業

①

②

③

④

日　程 ４月

柏崎市／西山総合体育館　他

第95回天皇杯・第86回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会都道府県代表決定戦
　　兼　平成31年度新潟県バスケットボール選手権大会

日　程 7月 場　所 新潟市／白根カルチャーセンター　他

チーム・競技者　登録業務

公共の競技施設の調整と確保・ 競技用具の確認と調整・ ルール変更時の競技施設及び用具
の確認と調整

第64回　新潟日報杯バスケットボール大会

日　程 ５月 場　所

県内競技会の開催についての申請受付

日　程 随時

新潟市内公共体育施設申請

所属および移籍に関する紛争

裁定規程等に関する権利・義務に関わる紛争

各種大会の視察

審判委員会との連携

各連盟との連携

事情聴取の実施依頼

8 裁定・規律委員会

事実関係調査、ＪＢＡへの報告案作成など

事実関係調査、ＪＢＡへの報告案作成など

加盟・登録団体および選手等に関連する以下の紛争について、当事者の申立に基づき和解を斡旋
すること。

日　程 １０月

北信越ブロック日程調整会議

日　程 １月
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基本方針・活動内容

1 法人事業

○ 審判委員会の開催

① 第１回審判委員会 30(土)

② 第２回審判委員会 11(土)・12(日)

③ 第３回審判委員会 21(土)・22(日)

④ 第４回審判委員会 13(祝)

2 審判育成事業

(1) 競技会への審判員の派遣

①

ａ 関東大学トーナメント

ｂ 内閣総理大臣争奪日本車椅子選手権大会

調整中

c

調整中

d 文部科学大臣争奪日本車椅子選手権大会

調整中

ｅ インターハイ

27(土)～８月２(金)

f 全国中学校総合体育大会

調整中

g 関東学生リーグ

上旬～10月中旬

h 国民体育大会

４(金)～８(火)

ｉ Ｂ・ＬＥＡＧＵＥ(Ｂ１・Ｂ２・Ｂ３)、WJBL

ｊ

23(金)～25(祝)

ｋ 全日本総合選手権２Ｒ

30(土)・12月１(日) 未定

ｌ 全日本学生選手権大会（インカレ）

９(月)～15(日)

ｍ 全国高等学校選抜優勝大会（ウィンターカップ2019）

23(祝)～29(日)

ｎ ３×３日本選手権大会（Ｕ１８）

調整中 未定

新潟市

日　程 ５月 場　所 柏崎市

３×３日本選手権大会

全日本社会人O-40/O-50選手権大会

日　程 ５月 場　所 東京都

日　程 ５月 場　所 東京都

日　程 ７月 場　所 鹿児島県

日　程 ８月 場　所 和歌山県

日　程 ９月 場　所 東京都、その他

日　程 10月

５月 場　所 東京都

9 審 判 委 員 会

   本県のバスケットボールの振興のため、審判員の登録・承認（システム管理）を円滑に行い、審判
員の育成・普及をねらい各種研修会・講習会を開催する。また、審判員強化及び審判員の意識啓発の
ために、各カテゴリーにおける北信越大会、全国大会等に積極的に審判員を派遣し、審判員の強化を
図るとともに、トップリーグを担当できる審判員を育成する。さらに、公認審判員制度の適正な運用
とインストラクター制度に基づき、ＪＢＡ公認審判員（Ｂ級～Ｅ級）の審査を行い、審判技術の向上
を図る。

日　程 １２月 場　所 新潟市

日　程 １月 場　所 新潟市

日　程 ３月 場　所

主な全国大会関係

日　程 ５月 場　所 東京都

日　程

場　所 茨城県

日　程 10月～5月 場　所 全国各地

日　程 11月 場　所 宮城県

日　程 １１月 場　所

日　程 1２月 場　所 東京都

日　程 １２月 場　所 東京都

日　程 １２月 場　所
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ｏ

調整中 未定

ｐ 全日本総合選手権決勝Ｒ（ＴＯ派遣も含む）

９(木)～15(水)

ｑ

20(祝)～22(日)

ｒ 全国ミニバス大会

28(土)～30(月) 未定

②

ａ

13(土)・14(日)

ｂ 北信越春季大学リーグ

3(金)～5(日)

ｃ 全国障害者スポーツ北信越東海地区予選会

８(土)・９(日)

ｄ 北信越高等学校総合体育大会

14(金)～16(日)

ｅ 北信越中学校総合体育大会

７(水)・８(木)

ｆ 北信越国民体育大会

17(土)・18(日)

ｇ 全日本総合選手権１Ｒ

21(土)～23(月)

ｈ 全日本社会人0-40/0-50選手権北信越大会

28(土)・29(日)

ｉ 北信越定通制高校総合体育大会

19(土)・20(日)

ｊ

24(木)～27(日)

ｋ 北信越ミニバス大会

21(土)・22(日)

ｌ 北信越高等学校新人大会

24(金)～26(日)

ｍ 全日本社会選手権大会北信越予選会

１(土)・２(日)

ｎ 北信越ＢＤＣ交歓会

15(土)・16(日)

③

ａ 各種大会に審判員派遣

(2) 各種講習会＆研修会への派遣

①

ａ BLGキャンプ

下旬

日　程 １０月 場　所 富山県

日　程 ８月 場　所 石川県

日　程 ９月 場　所 近畿ブロック

日　程 ９月 場　所 福井県

全日本学生北信越予選会

３月 場　所

３月 場　所 愛知県

全日本社会人選手権大会

埼玉県１月 場　所

U15全国選手権大会

日　程

主なブロック大会関係

天皇杯車椅子選手権東日本２次予選会

日　程 ４月 場　所 新潟県

日　程 １２月 場　所

日　程

日　程

日　程 ２月 場　所 福井県

日　程 ２月 場　所 富山県

日　程 ８月 場　所 新潟県

日　程 １月 場　所 富山県

日　程 １２月 場　所 福井県

日　程 １０月 場　所 石川県

日　程 ５月 場　所 福井県

日　程 ６月 場　所 新潟県

日　程 ６月 場　所 長野県

県内大会関係

日　程 ４月～３月 場　所 県内各地

日本協会関係

日　程 ７月 場　所 東京都
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ｂ WJBLサマーキャンプ（ＴＯ研修会を含む）

中旬

②

ａ ＪＢＡ－Ａ級更新講習会１（北信越国民体育大会）

17(土)・18(日)

ｂ ＪＢＡ－Ａ級更新講習会２（全日本学生北信越予選）

26(土)・27(日)

③

ａ ＪＢＡ－Ｓ級～Ｂ級審判員対象全国審判長会議伝達講習会・更新講習会

31(日)

ｂ ＪＢＡ－Ｃ級～Ｅ級審判員対象全国審判長会議伝達講習会・更新講習会

６(土)・７(日)

ｃ ＪＢＡ－Ｂ級審判員対象(フレッシュマン)実技研修会

14(日)

ｄ ＪＢＡ－Ｃ級審判員対象Ｂ級１次審査会（指名審判研修会）

11(土)・12(日)

ｅ ＪＢＡ－D・Ｅ級審判員対象新規昇格審査会

ｆ スチューデント＆ビギナーズ・オフィシャル研修会

ｇ ＪＢＡ－Ｂ審判員対象(指名強化)実技研修会(１回目)中央講師派遣（ＪＢＡ）

14(日)・15（月）

ｈ 新潟インターハイ2021強化講習会１

13(火)

ｉ 新潟インターハイ2021強化講習会２

13(日)・14(祝)

ｊ ＴＯ研修会(WJBL)

ｋ ＪＢＡ－Ｃ級審判員対象Ｂ級最終審査会

21(土)・22(日)

ｌ ヤングオフィシャル研修会（新潟ＹＯＣ）

22(土)・23(日)

ｍ ウィメンズ・オフィシャル研修会

22(土)・23(日)

ｎ 新潟インターハイ2021強化講習会３

28(土)・29(日)

日　程 ８月 場　所 東京都

北信越協会関係

日　程 ８月 場　所 石川県

日　程 １０月 場　所 富山県

県協会関係

日　程 ３月 場　所 新潟市

日　程 ４月 場　所 各地区

日　程 ４月 場　所 上越市

日　程 ５月 場　所 柏崎市

日　程 ６月～３月 場　所 各地区

日　程 ６月～３月 場　所 各地区

日　程 ７月 場　所 新潟市

日　程 ８月 場　所 新潟市

日　程 １０月 場　所 胎内市

日　程 　１０月～３月 場　所 県内各地

日　程 １２月 場　所 新潟市

日　程 ２月 場　所 新潟市

日　程 ２月 場　所 新潟市

日　程 ３月 場　所 新潟市
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基本方針・活動内容

1 強化事業

(1) 委員会の開催

① 強化会議（県選抜チーム監督会議）

　４日（木）

② Ｕ１５地区別練習会・対抗戦兼国体少年種別一次選考会

準備会

③ 第7４回いきいき茨城ゆめ国体２０１９国体少年種別選抜チーム最終選考会

　６日（土）

④ ＪＡＳ一次選考会

日　程 未定 田上町民体育館・田上中学校

⑤ 強化会議・国体反省会（４種別監督）

９日（水）

⑥ ＪＡＳ二次選考会

未定

⑦ 北信越対抗ジュニアオールスター大会　県選抜選考会

２０日（日）

(2) 育成・強化事業

① 第7４回いきいき茨城ゆめ国体２０１９少年種別選抜候補チーム強化練習会

② 第7４回いきいき茨城ゆめ国体２０１９成年種別選抜チーム選考会

１１日（土）･１２日（日）・１９日（日）

③ 第7４回いきいき茨城ゆめ国体２０１９少年種別選抜チーム選考会

　６日（土）

④ 国体強化合宿・練習会（４種別）

未定

⑤ 第４１回北信越国民体育大会　視察

17日（土）～1８日（日）

⑥ 国体強化合宿・強化練習会（国体出場種別）

未定

⑦ 第７４回いきいき茨城ゆめ国体２０１９　視察

４日～８日

⑧ 第７５回燃ゆる感動かごしま国体・少年種別選抜チーム　一次選考会

⑨ 北信越対抗ジュニアオールスター大会　県選抜結団式

日　程 未定 新潟市内中学校

⑩ ＪＡＳ強化合宿・強化練習会

日　程 １０月

１月 場　所

10 強 化 委 員 会

   新潟県のバスケットボール技術の向上を目指し全てのカテゴリーの強化を図るものとする。国体強
化に向けては、成年男女・少年男女・ジュニアの縦の連携を取りながら、新潟県スポーツ協会と連携
し、強化活動を展開する。
　また、将来の新潟県および日本を担う選手の育成も視野に入れながら強化活動を展開しくいく。

日　程 ４月 場　所 県協会・事務所

日　程 ６・８・９・１０・１１月 場　所 鳥屋野総合体育館他

日　程 7月 場　所 北越高等学校

9月 場　所

日　程 １０月 場　所 県協会・事務所

日　程 １２月 場　所 未定

日　程 １月 場　所 新潟市東総合スポーツセンター

日　程 ４月 場　所

日　程 ５月 場　所 柏崎市

日　程 7月 場　所 北越高等学校

未定以後月１回未定

場　所 茨城県日立市・水戸市

日　程 １１月 場　所 高校秋季地区大会開催地１５日（金）～１７日（日）

日　程 ８月 場　所 新潟市内、他

日　程 ８月 場　所 石川県・いしかわ総合ＳＣ

日　程 ９月 場　所 新潟市内、他

日　程 2月～3月 場　所 新潟市内、他
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⑪ 北信越ジュニアオールスター交流戦

日　程 ２月 未定

⑫ 第３回　新潟選抜交流会

日　程 ３月 １４日（土）

2 その他の事業

① 新潟県スポーツ協会委託契約 ４月 未定 新潟県スポーツ協会

② 理事長・ＧＭ・国体監督会議 ６月 未定 未定

③ 理事長・ＧＭ会議 １１月 未定 未定

④ １１月 未定 新潟県スポーツ協会

⑤ 理事長・ＧＭ会議 3月 未定 未定

基本方針・活動内容

基本方針
　・

活動内容
　・ 新潟県育成センターの運営、活動の充実

　・ ブロック育成センターへのスタッフ派遣

1 普及振興事業

(1) 委員会の開催

① 第1回県ユース育成委員会

13日（土）

② 第2回県ユース育成委員会

７日（土）

(2) 養成事業

① 新潟県育成センター(D-fund対象）

a U11育成センター（5地区、県）

～

b U12育成センター（５地区、県）

～

c U13育成センター（４地区、県）

～

d U14育成センター（４地区、県）

～

e U15育成センター（４地区）

～

日　程 6月

日　程 １２月 場　所 協会事務所

日　程 6月 場　所 各地

日　程 4月 場　所 各地

日　程 4月

日　程

日　程 9月 場　所 各地

3月 場　所 各地

3月

11月

日　程

日　程

日　程

新潟県スポーツ協会・競技団体ヒアリング 日　程

場　所

場　所 新潟市東総合スポーツセンター

11 ユース育成委員会

各年代における指導内容を指導者へ確実に伝達すると同時に、県・各地区で選手の発掘･育成に
向けた事業を行い、選手・指導者全体のレベルアップを図る。

3月

3月

日　程 7月 場　所 協会事務所

場　所 各地
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f U15県育成センター

～

② 新潟県育成センタースタッフ全体研修会

６日（土）

③ U11U12県内DC交流会

31日（土）

④ U15地区DC対抗戦兼U15県DC選考会

30日（土）

⑤ 北信越ブロック育成センター

ａ U12北信越ブロック育成センター

8日(土)・9日(日)

⑥ 北信越ブロック育成センター交歓会

a U11U12北信越ブロック育成センター交歓会

15日(土)・16日(日)

b U13U14北信越ブロック育成センター交歓会

8日(土)・9日(日)

⑦ U13U14佐渡地区DC講習会

24日(土)

23日(土)

⑧ U11U12県DCビブス整備

U11U12男女それぞれ２２着のリバーシブルシャツを購入

＊平成30年度まで実施されていたJBA事業のU13、U18北信越ブロック育成センターは休止

基本方針・活動内容
(1) バスケットボール競技に関するスポーツ医科学サポート及び調査･研究に関すること。

(2)

(3) アンチ・ドーピングに関すること。

(4) 競技会、強化事業（合宿、派遣等）におけるスポーツ医科学サポートに関すること。

(5) その他、スポーツ医科学に関すること。

1 競技会関係事業

①

11～13日

2

① パフォーマンスアップのための身体作り事業

（U12カテゴリーに対して、JBA推奨の傷害予防プログラムの啓発）

4月より随時

日　程 11月 場　所 高志中等教育学校

場　所

８月

日　程 8月 場　所 新潟市

日　程 4月

日　程 12月 場　所 新潟市他

場　所

日　程 １月 場　所 新潟市東総合スポーツセンター、他

日　程 11月

12月

選手のメディカルチェック、健康管理及び怪我の経過観察などに関すること。

その他事業

場　所 両津総合体育館

日　程 ２月

12 スポーツ医科学委員会

第48回ＢＳＮ杯新潟県高校大会　コンディショニングサポート

場　所

日　程

日　程

日　程

２月

両津総合体育館

３月

場　所 富山県

場　所 富山県黒部市

富山県朝日町

燕三条地場産センター

日　程 場　所 新潟市内、他
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② Save Players：指導者のためのスポーツ障害外傷予防セミナー

（現場での救急対応に関する知識・技術の啓発　各カテゴリーのコーチ・トレーナー等）

4月より随時

③ ポケットトレーナー作成事業

ポケットトレーナーアプリのサンプル版、完成版の作成、

クラウドファンディング及び協賛金募集の展開

適宜開催

基本方針・活動内容

バスケットボールの正しい知識と指導力を身につけたＪＢＡ公認コーチの養成を目的とする。

(1) ＪＢＡ公認コーチライセンスの新規養成講習会の実施

(2) ＪＢＡ公認コーチ対象のリフレッシュ研修の実施

(3) ＪＢＡ公認コーチライセンス制度の情報伝達と普及活動

1 指導普及事業

(1) 指導者育成事業

○

ａ ＪＢＡ公認コーチ・リフレッシュ研修①

未定

ｂ ＪＢＡ公認D級コーチ養成講習会①

未定

ｃ ＪＢＡ公認D級コーチ養成講習会②

未定

ｄ ＪＢＡ公認C級コーチ養成講習会①

未定

ｅ ＪＢＡ公認C級コーチ養成講習会②

未定

ｆ ＪＢＡ公認C級コーチ養成講習会③

未定

ｇ ＪＢＡ公認コーチ・リフレッシュ研修②

未定

ｈ ＪＢＡ公認コーチ・リフレッシュ研修③

未定

８月 場　所 未定

日　程 １２月 場　所 未定

日　程 １２月 場　所

日　程

未定

13 指導者養成委員会

県内関係

日　程 ７月 場　所 未定

日　程 ８月 場　所 未定

日　程 場　所 新潟市内、他

日　程 場　所 こん整形外科

１２月 場　所 未定

日　程 ２月 場　所 未定

日　程 ２月 場　所 未定

日　程
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基本方針・活動内容

(1) 協会主催大会の広報（報道機関への報道依頼，試合結果まとめ，テーブルスコア・戦評の作成）

(2)

(3)

(4) 主催大会における式典（開会式・閉会式）の運営

1 普及振興事業

(１) 大会事業

①

11(土)～12(日),19(日)

②

13(土)～15(月)

③

④

24(土)･25(日)

⑤

３１(土)～９月１日(月)

⑥

7(土)･8(日)

⑦

⑧

⑨

未定

⑩

30(土)･12月1(日)

⑪

⑫

11(土)～13(月)

⑬

11(土)･18(土)～19(日)

⑭

２日(日)

(２) 普及事業

① 協会年報第47号発送

下旬

② ホームページ運営

日　程 2月 場　所 未定

新潟県バスケットボール選手権大会
天皇杯・皇后杯全日本バスケットボール選手権大会の広報

日　程 7月 場　所 新潟市／白根カルチャーセンター　他

全国高等学校バスケットボール選手権大会　新潟県一次ラウンドの広報

日　程 8月 場　所 新潟市／東総合スポーツセンター　他

新潟日報杯　新潟県フレッシュミニバスケットボール大会の広報

日　程 9月 場　所 新潟市／亀田総合体育館　他

全国高等学校バスケットボール選手権大会　新潟県二次ラウンドの広報

日　程

全国Ｕ１５バスケットボール選手権プレ大会　新潟県予選大会の広報

場　所 長岡市／アオーレ長岡　他

３×３日本選手権新潟県大会の広報

日　程 11月 場　所 新潟市／新潟市内高校

14 広報委員会

　新潟県のバスケットボールに関する情報等をより広く周知（広報・宣伝）し、且つ大会・試合結果
を記録・保存することを目的として活動する。

ホームページの管理（大会組み合わせ・結果の掲載，大会要項・申込書等の掲載，各委員会及び
他団体からの情報掲載，外部からの問い合わせへの対応）

新潟日報杯バスケットボール大会　兼　国体成年男子・女子選考会の広報

日　程 ５月 場　所 柏崎市

協会年報第47号（平成30年度結果）の発行

日　程 ４月

新潟県ミニバスケットボール優勝大会の広報

日　程 11月 場　所 新潟市／鳥屋野総合体育館　他

BSN杯新潟県高等学校バスケットボール大会の広報

日　程 1月 場　所 新潟市／東総合スポーツセンター　他

日　程 通年

Ｕ１５バスケットボールリーグ　新潟県ジュニアリーグの広報

日　程 場　所 各リーグ会場（未定）

U18バスケットボールリーグ  新潟県リーグの広報

日　程 場　所 県内各地（未定）

９月～２月

７月～１１月

新潟県学生県内リーグ戦の広報

日　程 8月 場　所 新潟医療福祉大学／新潟大学

11月 3(日)･8(金)～10(日)

藤田修一杯争奪新潟県学生選手権大会の広報

日　程 12月 場　所 新潟医療福祉大学／新潟大学15(日），21（土)～22(日)

BSN杯新潟県中学校選抜新人バスケットボール大会の広報

日　程 1月 場　所 新潟市／東総合スポーツセンター　他
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基本方針・活動内容

基本方針
　・

活動内容

(1) ２０２０年東京オリンピック３×３競技へ向けた競技登録者の推進

(2) 3x3育成強化に向けた講習会の開催

(3) 第6回３×３日本選手権兼新潟県バスケットボール選手権大会の開催

(4) 県内各地域での３×３イベントの普及拡大および後援の推進

基本方針・活動内容
(1) U18年代クラブチーム・ユースチームの把握と連携

(2) クラブチーム・ユースチームの登録を前提とした県内におけるU18年代の競技会の再設計

(3) リーグ戦の推進

(4) U18選手権大会（仮称）の再設計 -競技会運営全般

(5) バスケットボールカレンダーの整理・調整

(6) 県高体連との連携

1 法人事業

(1) Ｕ１８部会　定例会議

① 第１回 定例会 (予定)

② 第２回 定例会 (予定)

③ 第３回 定例会 (予定)

④ 第４回 定例会 (予定)

⑤ 第５回 定例会 (予定)

⑥ 第６回 定例会 (予定)

2 競技会運営事業

(1)

(2)

24(土)･25(日)

(3)

(4)

11(土)～13日(月)

15 ３×３委員会

２０２０年東京オリンピックでの競技種目実施に合わせ、新潟県3x3普及拡大活動を推進する。

16 Ｕ １ ８ 部 会

日　程 ４月 場　所 新潟市　協会事務所

日　程 ６月 場　所 新潟市　協会事務所

日　程 ８月 場　所 新潟市　協会事務所

日　程 10月 場　所 新潟市　協会事務所

日　程 12月 場　所 新潟市　協会事務所

日　程 2月 場　所 新潟市　協会事務所

U18バスケットボールリーグ2019  新潟県リーグ

日　程 7月～11月 場　所 県内各地

第72回全国高等学校バスケットボール選手権大会　新潟県予選会　一次ラウンド

日　程 8月 場　所 新潟市／秋葉区総合体育館　他

第72回全国高等学校バスケットボール選手権大会　新潟県予選会　二次ラウンド

日　程 11月 3(日)･8(金)～10(日) 場　所 長岡市／アオーレ長岡　他

第48回　BSN杯新潟県高等学校バスケットボール大会

日　程 1月 場　所 新潟市／東総合スポーツセンター　他
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3 その他

(1) 高体連　2021インターハイ準備視察

31(水)～８月２日(金)

(2) 高体連　大会開催準備事業

① 北信越新人大会

② 北信越選手権

③ 全国高校総体

基本方針・活動内容

(1) 2019年度 新潟県ジュニアリーグ 地区Cリーグの実施

(2) 2020年度 新潟県ジュニアリーグ県Aリーグ、県Bリーグ実施計画の作成

(3) BSN杯新潟県中学校選抜新人バスケットボール大会の実施

(4) 全国U15バスケットボール選手権（プレ大会）新潟県予選大会の実施

(5) 第1回全国U15バスケットボール選手権 新潟県予選大会 実施計画の作成

(6) 競技会、運営全般

(7) U15年代クラブチーム・ジュニアユースチームの把握と連携

(8) 県中体連との連携

(9) クラブチーム・ジュニアユースチームの登録を前提とした県内におけるU15年代の競技会の再設計

(10) バスケットボールカレンダーの整理・調整

1 法人事業

(1) Ｕ１５部会　課題検討会議

① 第１回 定例会 (予定)

② 第２回 定例会 (予定)

③ 運営全体説明会 (予定)

④ (予定)

⑤ 第3回 定例会 (予定)

2 競技会運営事業

(1) Ｕ１５バスケットボールリーグ２０１９　新潟県ジュニアリーグ

① 第１回 (予定)

② 第２回 (予定)

③ 第３回 (予定)

④ 第４回 (予定)

⑤ 第５回 (予定)

(2) BSN杯新潟県中学校選抜新人バスケットボール大会

○ 新潟県予選 1月11・18・19日 東総合スポーツセンター　他

17 Ｕ １ ５ 部 会

日　程 ７月 場　所 鹿児島県／さつま川内運動公園体育館　他

開催期日 2021年1月

開催期日 2021年6月

開催期日 2021年7月

日　程 ５月 場　所  新潟市　協会事務所

日　程 6月 場　所  新潟市　ビッグスワン

日　程 ４月 場　所  新潟市　協会事務所

9月29日 場　所 各リーグ会場

日　程 10月20日 場　所 各リーグ会場

各リーグ打ち合わせ会 日　程 ８月 場　所  新潟市　各リーグ会場

日　程 １２月 場　所  新潟市　協会事務所

日　程 場　所

日　程

日　程 11月17日 場　所 各リーグ会場

日　程 12月22日 場　所 各リーグ会場

日　程 2月2日 場　所 各リーグ会場
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(3) 全国Ｕ１５バスケットボール選手権プレ大会　新潟県予選大会

○ 新潟県予選

基本方針・活動内容

(1) U12年代カテゴリー（U10以下の低年齢層を 含む）におけるバスケットボールの普及

(2)

(3) U12年代カテゴリーの指導者・保護者等に対す る指導モラル・マナーの啓発活

(4) ユース育成方針に沿ったU12年代カテゴリーにお ける競技会の再設計

(5) バスケットボールカレンダーの整理・調整 等

(6) 県ミニ連との連携

1 法人事業

(1) Ｕ１２部会　課題検討会議

① 第１回 定例会 (予定)

② 第２回 定例会 (予定)

③ 第３回 定例会 (予定)

④ 第４回 定例会 (予定)

⑤ 第５回 定例会 (予定)

⑥ 第６回 定例会 (予定)

基本方針・活動内容
(1) 大学部会（大学・短大・高専・専門学校）の円滑な運営

(2) 新潟県学生県内リーグ戦の企画・運営

(3) 藤田修一杯争奪新潟県学生バスケットボール選手権大会の企画・運営

(4) 北信越学連から委託される事業の実施

1 法人事業

(1) 学生部会　課題検討会議

① 第１回 定例会 １４日

② 第２回 定例会 ３１日

③ 第３回 定例会 １日

2 普及振興事業

(1) 競技会開催事業

①

３１(土)～９月１日(月)

場　所 新潟大学

場　所 新潟大学

場　所 新潟大学

日　程 ６月 場　所 新潟市エコスタ

日　程 12月 場　所 新潟市エコスタ

日　程 ８月 場　所 新潟市エコスタ

日　程

日　程 2月2日 場　所 未定

19 学 生 部 会

日　程 ４月

日　程 ８月

10月 場　所 新潟市エコスタ

18 Ｕ １ ２ 部 会

U12年代カテゴリーのチーム・個人登録の推進

日　程 2月 場　所 新潟市エコスタ

日　程 ４月 場　所 新潟市エコスタ

日　程 １２月

新潟県学生県内リーグ戦

日　程 ８月 場　所 新潟医療福祉大学／新潟大学
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②

15(日），21（土)～22(日

基本方針・活動内容
(1) 障がい者バスケットボールの競技試合として県内競技会を主催し、それらの公式記録を作成すること

(2) 障がい者バスケットボールの選手、指導者及び審判員等の養成及び登録

(3) 障がい者バスケットボールに関する諸規約の制定

(4) 放送等を通じた障がい者バスケットボールの試合の広報普及

1 法人事業

(1) 障がい者部会　定例会議

① 第１回 定例会 (予定)

② 第２回 定例会 (予定)

③ 第３回 定例会 (予定)

④ 第４回 定例会 (予定)

⑤ 第５回 定例会 (予定)

⑥ 第６回 定例会 (予定)

2 競技会運営事業

(1)

9(土)

車椅子バスケットボールフェスティバル

日　程 １１月 場　所 聖籠町総合体育館

20 障がい者部会

日　程 ４月 場　所 新潟市　協会事務所

日　程 ６月 場　所 新潟市　協会事務所

日　程 ８月 場　所 新潟市　協会事務所

日　程 2月 場　所 新潟市　協会事務所

日　程 10月 場　所 新潟市　協会事務所

日　程 12月

第23回　藤田修一杯争奪新潟県学生選手権大会

日　程 12月 場　所 新潟医療福祉大学／新潟大学

場　所 新潟市　協会事務所
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