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1 定時評議員会 6月13日（日）13：30  於　ANAクラウンプラザホテル新潟

2 臨時評議員会 ７月４日（日）14：30　於　ホテル日航新潟

3 臨時評議員会 10月９日（土）10：00　於　ホテルオークラ新潟

4 臨時評議員会 11月12日（金）書面審議

5 臨時評議員会 11月21日（日）10：30　於　ホテル日航新潟

6 臨時評議員会 ３月19日（土）11：00　於　新潟日報社　黒埼本社１階会議室　

1 第1回理事会 6月13日(日)10：00  於　ANAクラウンプラザホテル新潟

2 臨時理事会 7月４日（日）13：00　於　ホテル日航新潟

3 第２回理事会 ７月18日（日）10：00　於　ホテル日航新潟

4 臨時理事会 10月26日（火）書面審議

5 臨時理事会 11月21日（日）9：30　於　ホテル日航新潟

6 臨時理事会 11月21日（日）11：30　於　ホテル日航新潟

7 第3回理事会 12月11日（土）10：00　於　ホテル日航新潟

8 第4回理事会 3月19日(土)　9：30  於　新潟日報社　黒埼本社１階会議室

第１回 於　新潟県バスケットボール協会事務所

第２回 於　新潟県バスケットボール協会事務所

第３回 於　新潟県バスケットボール協会事務所

第４回 於　新潟県バスケットボール協会事務所

第５回 於　新潟県バスケットボール協会事務所

第６回 於　新潟県バスケットボール協会事務所

第７回 於　新潟県バスケットボール協会事務所

第８回 於　新潟県バスケットボール協会事務所

第９回 於　新潟県バスケットボール協会事務所

第10回 於　新潟県バスケットボール協会事務所

第11回 於　ホテル日航新潟

第12回 新潟県バスケットボール協会事務局

第13回 於　ホテル日航新潟

第14回 於　栗山米菓本社

7月31日（土）10:00

8月19日（木）18:00

8月26日（木）18:30

6月7日（月） 18:30

6月12日（土）14:00

6月29日（火）18:30

4月19日（月）18:30

5月17日（月）18:30

9月30日（木）18:30

12月9日（木）14:00

１月13日（木）14:30

２月12日（土）15:00

３月10日（木）10:00

　必要に応じて業務執行理事会を開催し、重大な案件について検討しなければならなかったが、諸般
の事情により、事業の円滑な推進及び、各方面と一層の連携を図ることができなかった。

12月11日（土）14:00

1　評議員会

2　理事会

3　業務執行理事会（月例会）
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○ 会　議　　　新型コロナ感染拡大に伴い、開催中止に至った

○ （公財）新潟県スポーツ協会関係会議

○ 北信越バスケットボール協会理事会

第１回北信越理事会　８月21日（土）16：00　Web会議

第２回北信越理事会　２月19日（土）14：00　Web会議

○ ＪＢＡ関係会議

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

第1回 於　新潟県バスケットボール協会事務所

第2回 於　新潟県バスケットボール協会事務所

第3回 於　新潟県バスケットボール協会事務所

第4回 於　新潟県バスケットボール協会事務所

第5回 於　新潟県バスケットボール協会事務所

第6回 於　新潟県バスケットボール協会事務所

第7回 於　新潟県バスケットボール協会事務所

〇令和４年度以降、総務委員会の開催は年２回とした。

（副専務理事が担当する委員会部会と連携を密に取り対応している）

11月12日(金) 18:30

12月14日(火) 18:30

9月23日（木）10:00

10月12日（火）18:30

12月2日（木）18:30

5月11日（火）18:30

6月１日（火） 18:30

4　市町村協会会長会議

5　上部機関・外部団体等関係会議

6　総務委員会
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1 競技会開催事業

（１）第６５回新潟日報杯バスケットボール大会

開催中止

（２）令和３年度新潟県バスケットボール選手権大会

日　程　　７月１０日（土）～１１日（日） 会　場　　新潟市体育館　他

参加チーム数　　男　１１　　　女　１１　　計　２２

（３）第８７回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会２次ラウンド

日　程　　１１月２７日（土）～２８日（日）　　　会　場　　新潟市東総合スポーツセンター

2 その他の事業

（１）

上旬

※U18(高校)は全日制と定時制の合計数（男女ともに）

※U18(高校)は全日制と定時制の合計数（男子のみ）

※3X3との重複競技者あり

26 △ 26

一般(Ｏ-50) 13 22 9 一般(Ｏ-50) 0 0 0

一般(オープン) 289 72 △ 217 一般(オープン) 52

10

競技者登録人数　(男子）　比較表 競技者登録人数　(女子）　比較表

Ｂリーグ 14 13 △ 1 WJBL 13 17 4

71 3

U15(中学) 148 148 0 U15(中学) 116 115 △ 1

0 0

U15(クラブ) 18 26 8 U15(クラブ) 16 24 8

U15(Bユース) 1

チーム加盟数　(男子）　比較表 チーム加盟数　(女子）　比較表

チーム・競技者　登録業務

日　程 ４月

一般(Ｏ-40) 3 3 0 一般(Ｏ-40) 0

種別 令和2年度 令和3年度  前年度比較 種別 令和2年度 令和3年度  前年度比較

Ｂリーグ 1 1 0 WJBL 1 1 0

一般(オープン) 23 6 △ 17 一般(オープン) 4 3 △ 1

0 0

6 0

U18(高専) 1 1 0 U18(高専) 0 1 1

大学 5 5 0 大学 6

一般(Ｏ-50) 0 0 0一般(Ｏ-50) 2 2 0

1 0 U15(Bユース) 0

U18(高校) 86 90 4 U18(高校) 68

0 0

令和3年度  前年度比較

一般(Ｏ-40) 37 43 6 一般(Ｏ-40) 0

種別 令和2年度 令和3年度  前年度比較 種別 令和2年度

125 △ 5

一般(エンジョイ) 0 0 0 一般(エンジョイ) 1 0 △ 1

U12 136 135 △ 1 U12 130

0 △ 13

大学 130 140 10 大学 95 100 5

一般(エンジョイ) 0 0 0 一般(エンジョイ) 13

0 0

合計 426 420 △ 6 合計 342 346 4

一般(専門学校) 2 2 0 一般(専門学校) 0

1,624 291

U15(クラブ) 158 301 143 U15(クラブ) 162 266 104

U15(中学) 2,211 2,739 528 U15(中学) 1,333

10

U18(高校) 1,558 1,813 255 U18(高校) 943 1,027 84

U18(高専) 32 32 0 U18(高専) 0

0 0

３×３ 10 30 20 ３×３ 0 3 3

一般(専門学校) 25 38 13 一般(専門学校) 0

0 0

U12 2,455 2,665 210 U12 1,995 2,113 118

U15(Bユース) 12 13 1 U15(Bユース) 0

5,186 580合計 6,944 7,921 977 合計 4,606

7　競技会委員会
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（３）U12・U15の移籍の承認

（４）

末日に終了し確定済み

事案なし

1 活動内容

2 委員会の開催

（１）第１回審判委員会 13日(木)

（２）第２回審判委員会 19日(火)

（３）第３回審判委員会 26日(日)

（４）第４回審判委員会 18日(火)

（５）第５回審判委員会 24日(木)

3 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 インターハイ

25(日)〜30(金)

10(火)〜15(日)

c 全国中学校体育大会 １名

19(木)〜21(土)

d 全日本総合選手権１Ｒ

e 関東学生リーグ なし

f 国民体育大会

26(日)〜30(木)

大会中止

新潟市内公共体育施設申請

１０月

日　程 12月

日　程 1月

日　程 5月

日　程 10月

      本県バスケットボール振興のため、審判員の登録を行うほか、審判員育成を目的とした各種講習会を開
催した。
　  また、審判員の強化及び意識啓発のために、北信越大会や全国大会等に審判員を派遣した。
　  さらに、2021年新潟インターハイ開催にあたり、準備、強化してきた多数の審判員を派遣することが
できた。

WEB会議

日　程 9月

日　程 9月

日　程

日　程 8月

8月

場　所 長岡市

新潟市

派遣人数

場　所 群馬県

場　所 石川県

派遣人数

10月2(土)〜11月7(日) 場　所 東京都ほか

場　所 三重県

大会中止

WEB会議

鳥屋野総合体育館

WEB会議

日　程 WEB会議

主な全国大会関係

日　程 4月23(金)～7月11(日) 場　所 東京都

2月

派遣中止

延べ３４名

日　程 7月

派遣人数

8　裁定・規律委員会

9　審判委員会
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g B.LEAGUE(B1・B2・B3)、WJBL 2名

h DMS カップ 2021 第 28 回全日本車いすバスケットボール競技大会

10月30日(土)31(日)

i 全日本社会人O-40/O-50選手権大会 なし

27(土)～29(月)

j 全日本学生選手権大会（インカレ） １名

6(月)～12(日)

k 全国高等学校選抜優勝大会（WINTER CUP2021） 2名

23(木)～29(水)

l 2名

4(火)～8(土)

m 天皇杯 第48回日本車いすバスケットボール選手権大会

R4年1月21日(金)〜23(日)

n 全日本総合選手権（ＴＯ派遣も含む） １名

o 全日本社会人地域リーグチャンピオンシップ

11(金)〜13(日)

p ３×３日本選手権大会 名

26(土)・27(日) 東京都

q １名

5(土)〜7(月)

r 全国ミニバス大会 １名

28(月)〜31(木)

② 主なブロック大会関係

a 北信越春季大学リーグ

b 全国障害者スポーツ北信越東海地区予選会

c 北信越高等学校総合体育大会

19(土)・20(日)

d

e 北信越中学校総合体育大会

4日(水)・5(木)

f 北信越国民体育大会

g 第19回車いす大学バスケットボール選手権大会

h 全日本社会人0-40/0-50選手権北信越大会 なし

25(土)・26(日)

i 北信越定通制高校総合体育大会 なし

16(土)・17(日)

j

k 北信越ミニバス大会 ５名

l 全日本社会選手権大会北信越予選会

m 北信越高等学校新人大会

n 北信越ＤＣ交歓会

11月

大会中止

大会中止

大会中止

大会中止

大会中止

大会中止

大会中止

大会中止

大会中止

場　所

場　所

日　程

日　程

場　所 三重県

派遣人数

派遣人数

10月～3月

日　程

７名

場　所 富山県

日　程 1月

日　程 12月

日　程 12月

場　所 東京都

派遣人数

場　所 東京都

U15選手権大会 派遣人数

場　所 東京都

場　所 上越市

6月5日（土）6日（日） 場　所

日　程 2月

日　程 3月

日　程 2月

場　所

全日本社会人選手権大会 派遣人数

場　所 栃木県

派遣人数

派遣人数

場　所 石川県

日　程

日　程 8月

派遣人数 3名

9月11日（土） 場　所 長野県

日　程 10月 23(土)・24(日)・30(土)・31(日)

日　程 10月

日　程

7月25日（日） 場　所 長野県

派遣人数

9月

派遣人数

場　所 福井県

日　程 2月

日　程 2月

日　程 １２月 25(土)・26(日)

上越市、柏崎市

場　所 福井県

場　所 福井県

日　程 2月 場　所 富山県

日　程 8月

日　程 6月

日　程

日　程

日　程 3月 場　所 東京都

日　程 5月

場　所 全国各地

場　所 長岡市

派遣人数

場　所 東京都

派遣人数

10月～3月 場　所 佐賀県

場　所 北海道

派遣人数

日　程

日　程

三重県

派遣人数 ３４名

場　所 新潟県

場　所

天皇杯車いす甲信越1次予選会 派遣人数 3名

派遣人数

長野県

福井県

全日本学生北信越予選会 派遣人数 ２２名
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③

ａ 各種大会に審判員派遣

(2) 各種講習会の実施＆研修会への派遣

①

ａ TLG研修

28(土)・29(日)

②

ａ JBA-A級更新講習会1(北信越国民体育大会)

ｂ JBA-A級更新講習会2(全日本学生北信越予選)

c JBA-A級新規昇格審査会(全日本学生北信越予選)

③

a JBA-S～B級審判員対象 全国審判長会議伝達講習会・更新講習会

b JBA-C～E級審判員対象 全国審判長会議伝達講習会

c JBA-B級審判員対象(フレッシュマン)実技研修会

d 2021新潟インターハイ強化研修会①

e ＪＢＡ－D・Ｅ級審判員対象新規昇格審査会

f 2021インターハイ強化研修会② ３８名

g スチューデント＆ビギナーズ・オフィシャル研修会

h ＪＢＡ－Ｃ級対象　B級候補育成研修会

i 2021インターハイ強化研修会③ ２９名

j JBA-B級対象 A級候補育成強化研修会①

k JBA-B級対象 A級候補育成強化研修会②

3(水)

講習会中止

講習会中止

講習会中止

講習会中止

講習会中止

北信越協会関係

4月 場　所

日　程 10月

日　程 6～3月 場　所 各地区

参加人数

日　程 ６月 4(金)～6(日)

参加人数 2名

日　程 8月 WEB研修

県内大会関係

日　程 4月～3月 場　所 県内各地

場　所 長岡市

参加人数 ３名

24(日) 上越市

県協会関係

上越市

参加人数 ２７名

4月 28(水)・29(木) 場　所 各地区日　程

日　程

日　程 6～2月 WEB研修

・各審判員がJBAから配信されるコンテンツを確認し、更新講習修了となった。

日　程 6～3月 場　所 各地区

日　程 7月 場　所 新潟市

参加人数

日　程 7月 10(土)・11(日) 場　所 新潟市

参加人数

場　所 長野県

参加人数 ８名

日　程 10月 30(土)・31(日)

・新潟インターハイを目指すB級審判員を募り、実技研修を実施し、審判員の強
化、技術向上につながった。

７名

日　程 8月 16(月)〜18(水) 場　所 長岡市

参加人数 ９名

日　程 11月 場　所 新潟市

日本協会関係

・新潟インターハイを目指すB級審判員を募り、実技研修を実施し、審判員の強化、
技術向上につながった。

場　所 上越市

日　程 8月

日　程 6～2月 WEB研修

・各審判員がJBAから配信されるコンテンツを確認し、更新講習修了となった。

・新潟インターハイに従事する審判員に、実技研修及び座学を実施し、審判員の強
化、技術向上につながった。
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l JBA-C級審判員対象 B級最終審査会

m JBA-B級対象 A級候補選考会

n ヤングオフィシャル研修会（新潟ＹＯＣ）

o ウィメンズ・オフィシャル研修会

p ＴＯ研修会(BLG・WJBL)

4 ＪＢＡ公認審判員登録状況

ＪＢＡ公認審判員

男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計

2 0 2 7 1 8 97 13 109 130 11 139 194 13 204 547 79 594

1 強化事業

（１）委員会の開催

①

日　程 7月 ３日（土）

②

日　程 7月

③

④

日　程 ７月 ２５日（木）

⑤

国体中止・コロナウイルス感染症のため中止

国体中止・コロナウイルス感染症のため中止

講習会中止

S級 A級 B級

県内各地

・トップリーグのＴＯを担当し、審判員との連携を図りながら、スムーズな運営ができた。

日　程 1月 22(土)

参加人数 １６名

日　程 12月 25(土)・26(日) 場　所 新潟市

場　所 新潟市

新潟市

日　程 2月 場　所 新潟市

場　所 県協会事務局

各種別委託費再編成会議

第7６回三重とこわか国体２０２１国体少年種別選抜チーム最終選考会

第7６回三重とこわか国体２０２１国体成年種別選考会議

８日（金）

117 1,094

日　程 2月 場　所

強化会議

場　所 県協会事務局

講習会中止

講習会中止

参加人数　８名　

強化会議・三重とこわか国体反省会（４種別監督）

場　所 西総合スポーツセンター

977

令和４年2月1日現在（人）

日　程 10～3月 場　所

C級 D級 E級

10　強化委員会

合計

男子 女子 合計

9



(2) 育成・強化事業

①

新潟市内

②

③ 第４２回北信越国民体育大会

20日（土）～21日（日）

④ 第7６回三重とこわか国体

26日（日）～30日（木）

⑤ 令和３年度新潟選抜交流会（バスケットボールフェスタ）

13日（土）

その他の事業
① 新潟県スポーツ協会委託契約 ４月

② 理事長・ＧＭ・国体監督会議 ６月

③ ８月

④ 10月

⑤ 理事長・ＧＭ会議 11月

⑥ 理事長・ＧＭ会議 3月

1 委員会の開催
（１）ユース育成委員会

① 第１回ユース育成委員会

５月１２日(水)   Web会議（ZOOM）　１９：００～２０：３０

② 第２回ユース育成委員会

１２月１３日(月)   Web会議（ZOOM）　１８：３０～２０：００

　withコロナとは言いながらも、押し寄せる波の様子を見ながらの1年でした。DC実施状況からも分
かる通り、感染第４波、第５波、第６波の時期に実施ができませんでした。ユース育成委員会として
は、①所属チームの活動ができていること、②参加者の地域において対外試合制限や、市外移動制限
がないことをDC事業実施の基準としてきました。このような状況の中でも、選手を送り出してくださ
る所属チーム、会場確保や自チームとの両立に苦心しながら指導にあたるスタッフ、向上心をもって
取り組む選手、送迎や体調管理をしてくださる保護者の理解と多大なる協力の中で実施できましたこ
とに感謝申し上げます。
　私たちは、育成年代の指導方針、指導内容などJBAの方針をいかに新潟全体に伝達して周知してい
くかを考えています。そして、常にバスケの未来に触れていることに誇りを持ち活動をしていきたい
と思います。

日　程

参加人数 １４名

内　容 ・本年度の委員会組織の確認。

駅前オフィス貸会議室

7月 ３日（土） 場　所 西総合スポーツセンター

日　程 8月

北信越国体中止・コロナウイルス感染症のため中止

日　程 9月

国体中止・コロナウイルス感染症のため中止

日　程 3月

・事業計画の確認。

・JBAユース育成マネージャー会議報告など

日　程

参加人数 １３名

内　容 ・理事会報告、委員追加など。

・事業中間報告、振り返り。

コロナウイルス感染症のため中止

日　程 新潟県スポーツ協会

日　程 27日（日） コロナウイルス感染症のため中止

PCR検査説明会 日　程 24日（火） ビッグスワンスタジアム

新潟県スポーツ協会・競技団体ヒアリング 日　程   8日（金） 新潟県スポーツ協会

日　程 13日（土） 新潟ユニゾンプラザ

日　程 12日（土）

場　所

第76回三重とこわか国体２０２１少年種別選抜候補チーム強化練習会

日　程 ４月～６月に１回

第7６回三重とこわか国体２０２１国体少年種別選抜チーム最終選考会

日　程

11　ユース育成委員会
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③ 第３回ユース育成委員会

２月９日(水)   Web会議（ZOOM）　１８：３０～２０：３０

（2）U15県DC（2022栃木国体少年種別一次候補選手）選考会打ち合わせ

１１月１６日(火)   Web会議（ZOOMミーティング）１８：３０～２０：３０

2 養成事業
（１）北信越関係

① U12北信越ブロック育成センター

・育成センター実施上におけるコロナ対策について

・育成方針と育成センターの位置づけ

・技術指導　シューティング技術

　　　　　　フィニッシュ・ペイント内状況判断

　　　　　　スポーツパフォーマンス

・指導方法

・保護者教育

（２）県内関係
① 育成センタースタッフ地区別研修会　＊コロナ禍により未実施

② 新潟県育成センター　
・開設4年目となり、県内関係者への認知が進んできた。

・参加選手にとって、競える環境、個の成長を促す場として貴重な機会となっている。

小泉真之介（U11女子県DCサブコーチ）

西巻利光（U11男子上越地区DCメインコーチ） 赤川英雄（U11女子県DCマネージャー）

石川善一（U11男子佐渡地区DCメインコーチ） 野本英夫（U12女子中越地区DCメインコーチ）

高津泰規（U12女子佐渡地区DCメインコーチ） 鈴木孝（U12女子下越地区DCメインコーチ）

鈴木文香（U11女子新潟地区DCマネージャー） 猪爪正和（県ユース育成マネージャー）

内　容

・所属チームのコーチの理解不足により、選考会や練習会を欠席してカップ戦に参加した
案件が複数あった。→参加規定等の更なる周知を図る。

・スタッフの研修会を実施できなかった。→Web研修など工夫して指導者の学び・交流の
場をつくる。次年度は外部講師を招いての育成指導者講習会（新規事業）を実施したい。

・参加選手への連絡が所属校経由だと時間がかかり、手間をかけてしまう。→連絡体制を
学校に頼らない連絡体制の構築。

・昨年実施できなかったU13/14佐渡地区DC講習会を感染拡大のため8月は実施できな
かったが、12月に延期をして実施できた。

参加人数 １７名

内　容

日　程

参加人数

・本年度の委員会組織の確認。

・事業計画の確認。

・JBAユース育成マネージャー会議報告など

日　程

１０名

内　容 ・U15県DC選考会最終運営打ち合わせ

・選考会議打ち合わせ（選考基準等）

・JBAユース育成マネージャー会議報告など

日　程 10月２日(土)１３：００～１７：３０

場　所 ZOOMによるweb研修
参加スタッフ 黒﨑裕（U12男子県ユース育成コーチ） 瀧山大介（U12女子県ユース育成コーチ）

伊藤圭祐（U12県ユース育成マネージャー） 近藤秀之（県ユース育成委員会副委員長）

馬場哲哉（U12男子県DCサブコーチ） 中村由里（U12女子県DCサブコーチ）

計良知宏（U11男子県DCマネージャー） 中原知宏（U12女子県DC支援コーチ）

土屋敏（U12男子上越地区DCメインコーチ）
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資料：カテゴリー別DC別実施状況一覧

日 会場 選手 日 会場 選手 日 会場 選手 日 会場 選手 日 会場 選手 日 会場 選手

４月

5/8 鳥屋野総体 24 5/23 教育プラザ 12

5/30 横越総体 19

選考会 5/15 横越総体 20 5/15 横越総体 13 5/15 横越総体 18 5/15 横越総体 19 5/15 横越総体 12

６月 6/5 西川総体 21 6/6 西川総体 17 6/27 三和体育館 19 6/6 関川体 15 6/20 真野小 19

７月 7/10 西川総体 16 7/10 西川総体 17 7/25 三和体育館 19 7/4 中之島体 15 7/4 パルパーク神林 16

８月

９月

１０月 10/30 秋葉区総体 19 10/24 大潟体育センター 16 10/3 加治川体 19 10/16 佐渡市総体 14

１１月 11/23 豊栄総体 18 11/28 三和体育館 17 11/7 サンビレ新発田 19 11/21 新穂中 19

１２月 12/26 岩室 14 12/26 岩室 14 12/26 大潟体育センター 14 12/12 津南体育センター 14 12/19 村松体 14 12/22 畑野小 19

交流会 1/8 五泉市総体 16 1/8 五泉市総体 17 1/8 五泉市総体 19 1/8 五泉市総体 15 1/8 五泉市総体 16 1/8 五泉市総体 14

１月 1/10 西川総体 15 1/10 西川総体 13

２月

計 82 178 129 62 118 97

日 会場 選手 日 会場 選手 日 会場 選手 日 会場 選手 日 会場 選手 日 会場 選手

４月

5/8 鳥屋野総体 19 5/23 教育プラザ 19

5/30 横越総体 21

選考会 5/16 横越総体 18 5/16 横越総体 18 5/16 横越総体 16 5/16 横越総体 19 5/16 横越総体 14

6/5 西川総体 15 6/6 西川総体 13 6/27 三和体育館 20 6/6 関川体 18 6/27 新穂中 20

6/26 豊栄総体 15

７月 7/25 三和体育館 18 7/4 中之島体 19 7/4 パルパーク神林 17

８月

９月

１０月 10/30 秋葉区総体 23 10/24 大潟体育センター 17 10/3 加治川体 19 10/17 相川体 17

１１月 11/23 豊栄総体 24 11/28 三和体育館 17 11/7 サンビレ新発田 19 11/21 相川体 19

１２月 12/25 西総合SC 14 12/25 西総合SC 15 12/26 大潟体育センター 10 12/25 なかさとアリーナ 18 12/19 村松体 16 12/26 新穂中 16

交流会 1/9 五泉市総体 15 1/9 五泉市総体 15 1/9 五泉市総体 20 1/9 五泉市総体 19 1/9 五泉市総体 18 1/9 五泉市総体 20

１月

２月

計 59 148 139 72 126 106

中止 中止 中止

中止

中止

５月

中止 中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止 中止

U11

男子
新潟U11 中越U11 下越U11県U11 上越U11 佐渡U11

６月

5月

女子
上越U11 下越U11 佐渡U11県U11 新潟U11 中越U11
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日 会場 選手 日 会場 選手 日 会場 選手 日 会場 選手 日 会場 選手 日 会場 選手

４月 4/10 横越総体 19

5/9 小須戸 19 5/23 教育プラザ 9

5/30 横越総体 18

選考会 5/15 横越総体 20 5/15 横越総体 9 5/15 横越総体 16 5/15 横越総体 16 5/15 横越総体 12

６月 6/5 西川総体 11 6/6 西川総体 12 6/27 三和体育館 22 6/6 関川体 17 6/20 真野小 20

７月 7/10 西川総体 12 7/10 西川総体 16 7/25 三和体育館 22 7/4 中之島体 19 7/4 パルパーク神林 17

８月

９月

１０月 10/30 秋葉区総体 17 10/24 大潟体育センター 13 10/3 加治川体 21 10/16 佐渡市総体 14

１１月 11/23 豊栄総体 21 11/28 三和体育館 22 11/7 サンビレ新発田 18 11/21 相川体 19

12/26 岩室 9 12/26 岩室 15 12/26 大潟体育センター 17 12/12 津南体育センター 18 12/19 村松体 14 12/21 佐渡市総体 19

12/26 京ヶ瀬中 17

交流会 1/8 五泉市総体 12 1/8 五泉市総体 18 1/8 五泉市総体 22 1/8 五泉市総体 19 1/8 五泉市総体 18 1/8 五泉市総体 17

１月 1/10 西川総体 17 1/10 西川総体 13

２月

計 61 188 136 72 138 101

日 会場 選手 日 会場 選手 日 会場 選手 日 会場 選手 日 会場 選手 日 会場 選手

４月 4/10 横越総体 15

5/9 小須戸 13 5／23 教育プラザ 19

5/30 横越総体 13

選考会 5/16 横越総体 14 5/16 横越総体 17 5/16 横越総体 20 5/16 横越総体 18 5/16 横越総体 10

6/5 西川総体 14 6/6 西川総体 11 6／27 三和体育館 23 6/6 関川体 18 6/27 新穂中 14

6/26 豊栄総体 13

７月 7／25 三和体育館 21 7/4 中之島体 22 7/4 パルパーク神林 15

８月

９月

１０月 10/30 秋葉区総体 20 10／24 大潟体育センター 21 10/3 加治川体 17 10/17 相川体 8

１１月 11/23 豊栄総体 23 11／28 三和体育館 22 11/7 サンビレ新発田 16 11/21 新穂中 13

１２月 12/25 西総合SC 12 12/25 西総合SC 16 12／26 大潟体育センター 12 12/25 なかさとアリーナ 20 12/19 村松体 14 12/26 新穂中 11

交流会 1/9 五泉市総体 13 1/9 五泉市総体 18 1/9 五泉市総体 20 1/9 五泉市総体 22 1/9 五泉市総体 16 1/9 五泉市総体 12

１月

２月

計 52 143 155 84 114 68

選手 選手 選手 選手 選手

6/27 55 46 38 40
7/25 28 20 16 19
8/22

9/26

10/24 14 43 32 37 32
11/21 14 26 23 24 20
12/26 13 26 22 23 20
１/23

２/20

計 69 150 143 138 131

１２月

会場 会場

藤見中 雄志中 分水中 聖籠中

U13

男子
県U13 新潟U13 上越U13 中越U13 下越U13

会場 会場 会場

５月

中止 中止 中止 中止

中止

U12

男子
県U12 新潟U12 上越U12 中越U12 下越U12 佐渡U12

５月

中止

中止

６月

女子
県U12 新潟U12 上越U12 中越U12 下越U12 佐渡U12

中止 中止 中止

中止

中止

鳥屋野中 藤見中 雄志中 宮内中 京ヶ瀬中

長岡東中 雄志中 宮内中 猿橋中

柏崎第三中 藤見中 雄志中 宮内中 聖籠中

中止

中止

長岡東中 石山中 雄志中 下田体育館 聖籠中
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選手 選手 選手 選手 選手

6/27 50 17 39 27
7/25 31 14 17 22
8/22

9/26

10/24 27 38 15 21 18
11/21 29 26 16 20 20
12/26 20 24 12 17 19
１/23

２/20

計 107 138 74 114 106

選手 選手 選手 選手 選手

6/27 26 28 32 55 34
7/25 22 21 22 21
8/22

9/26

10/24 20 21 30 34 27
11/21 23 19 17 24 23
12/26 23 17 16 22 21
１/23

２/20

計 114 85 116 157 126

選手 選手 選手 選手 選手

6/27 20 41 8 34 29
7/25 25 6 19 17
8/22

9/26

10/24 20 22 4 29 19
11/21 19 21 6 26 17
12/26 16 21 2 17 16
１/23

２/20

計 100 105 26 125 98

日 会場 参加選手 日 会場 参加選手 日 会場 参加選手 日 会場 参加選手 日 会場 参加選手

第１回

第２回 10/17 北越高 22 10/9 直江津中等 22 10/10 新潟県央工高 26 10/17 阿賀野高 13
第３回 10/24 開志学園高 23
選考会 11/20 五泉市総合 67
第１回 12/18 秋葉区総合 12
第２回

第３回

計 79 45 22 26 13

清心女子 城北中 中之島中 水原中

下越U1５

中止 中止 中止 中止

高志中等 水原中

中止

清心女子 城北中 中之島中

水原中

水原中亀田西中 高志中等 城北中 長岡大島中

清心女子 高志中等

白新中 赤塚中 糸魚川中 下田中 聖籠中

白新中 糸魚川中 下田中 猿橋中

会場 会場
清心女子 高志中等 城北中 三条第三中 水原中

女子
会場 会場

長岡大島中 水原中
清心女子 高志中等 城北中 中之島中 水原中

中止

U14

男子
会場 会場 会場 会場 会場

下越U14

城北中 中之島中 水原中
亀田西中 葛塚中 城北中

会場

会場 会場 会場 会場 会場
女子

県U13 新潟U13 上越U13 中越U13 下越U13

県U14 新潟U14

葛塚中 城北中 三条第三中 水原中
清心女子 城北中 中之島中 水原中

中止

清心女子 葛塚中

上越U14 中越U14

中止

白新中 赤塚中 糸魚川中 八海中 聖籠中

県U14 新潟U14 上越U14 中越U14 下越U14

白新中 赤塚中 糸魚川東中 八海中 聖籠中

西川中 赤塚中 糸魚川中 三条第三中 聖籠中

中止

城北中 中之島中

中止

U１５

男子
県U1５ 新潟U1５ 上越U1５ 中越U1５

中止

中止

中止 中止 中止

14



日 会場 参加選手 日 会場 参加選手 日 会場 参加選手 日 会場 参加選手 日 会場 参加選手

第１回

第２回 10/9 東京学館新潟高 30 10/10 関根学園高 11 10/9 長岡西中 19
第３回 10/24 関根学園高 11 10/24 新発田中央高 13
選考会 11/20 五泉市総合 47
第１回 12/19 新潟清心女子高 14
第２回

第３回

計 61 30 22 19 13

日 会場 参加選手 日 会場 参加選手

第１回 4/17 鳥屋野総合 22 第１回 4/17 新潟清心女子高 24
第２回 5/7 新津高 30 第２回

第３回 第３回

資料：参加選手数まとめ

◇新潟県育成センター担当者 ◇JBA新潟県ユース育成担当者
新潟県育成センター　カテゴリー別スタッフ

全体総括 猪爪正和 柏崎高 全体マネージャー 猪爪正和

県DC
U1５ 12 14

U16 52

柏崎高

U12 49 39

U11 66 44

U13合計 631

1316

選考会
U14合計 598 454

交流会
佐渡地区 98

総合計

女子
県U1５ 新潟U1５ 上越U1５ 中越U1５

中止 中止 中止

中止 中止

中止

中止

下越U1５

中止

中止 中止

U12 468 399

U11 421 414

男子 女子U12

中止

中止

男子
県U16

女子
県U16

U14 男子 女子

地区DC 地区DC
U13 562 432

U14 484 354

県DC 県DC
U13 69 107

U14 114 100

1229 993

U11合計 2320

1314

U12 106 101

U12合計

U11 82 85 539

U11 97 107

U12 73 79

総合計
U16 男子 女子

2630 地区DC U1５ 106 84

選考会 U1５ 67

1362 1268

47

U12総括 近藤秀之 松浜ﾜｲﾙﾄﾞｷｬｯﾂ U12ユース育成コーチ 黒崎　裕 片貝スーパーボーイズ

U11総括 伊藤圭祐 B-FAN'S U12ユース育成マネージャー 伊藤圭祐 B-FAN'S

24

総合計
237 169

237

下田中

U13総括 関川悠一 長岡南中 U12ユース育成コーチ 瀧山大介 大淵丸山beans!

U14総括 大塚太郎 下田中 U14ユース育成マネージャー 大塚太郎

U16総括

北越高

白新中
新潟清心女子中

湯淺忠一 北越高 U14ユース育成コーチ 堀　里也

U14ユース育成コーチ 坂本一文
U16ユース育成マネージャー 湯淺忠一

新潟商業高

開志国際高

U16ユース育成コーチ 信田英樹

U16ユース育成コーチ 伊藤翔太
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メインC

サブC

サブC

支援

支援

マネ

メインC

サブC

サブC

支援

支援

マネ

メインC

サブC

サブC

マネ

メインC

サブC

サブC

マネ

メインC

サブC

サブC

支援

支援

支援

マネ

メインC

サブC

サブC

マネ

メインC

サブC

マネ

メインC

サブC

マネ

メインC

サブC

マネ

メインC

サブC

マネ

中越

小野雄太 栄 大矢寿和 長岡南 寺元卓也 三条第三 佐藤　努 中之島

髙橋一樹 分水 白井康智 燕 住吉英明 八海 富樫拓也 三条第三

坂井駿祐 宮内 伊藤淳貴 大和 伊藤周平 下田 星野ひかり 江陽

高志中等

上越

木藤　知 雄志 上野隆史 城北 菅原愛美 糸魚川東 近藤　拓 直江津東中

高橋佑輔 城北 山崎　崇 北条 波多亮輔 糸魚川 駒村啓二 春日中

千原健志 柏崎東 平田美穂 城西 北島大樹 瑞穂 佐藤暁友 新井中

山岸昂平 柏崎第三 丸山　翔 中条 清水祐一 西川 渡邉裕規 聖籠

新潟

戸田　明 藤見 土田哲也 小針中 長場智史 五十嵐 長部　賢 鳥屋野

金谷　諭 新津第二 田村裕子 NCV新潟センター 笠原一希 アルビｂｂスクール 柳　大輔 亀田

橋本大輔 石山 渡部洋太 葛塚 大滝　仁 赤塚 松田龍亮

U13 U14

男子 女子 男子 女子

氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

県

米本香太郎 鳥屋野 坂本一文 清心女子 堀　里也 白新 高橋航平 東石山

中野秀一 長岡東 金光舞姫 吉田 佐藤直彦 本丸 前田健太郎 水原

佐
渡

石川　善一 加茂グリーンサンダーズ 中原　知宏 南佐渡ＭＢＣ 日下　智史 佐和田ミニバスクラブ 高津　泰規 加茂レッドアローズ

菊池　裕己 MKYシーホークス 齋藤　雅信 両津ミラクルスターズ 本間　豊 南佐渡MBC 菊地　克巳 真野パワフルスターズ☆

小杉　和斗 相川レッドヒート 中川　務 南佐渡MBC 本間　徳幸 佐和田ミニバスクラブ

熊木　弘陽 金井吉井BREAKERS 池田　　修 ＮＨ☆シルフィーズ 嘉代　桃子 真野ブラックサンダー 松井　正和 佐渡バスケットボール協会U12部会

保坂　祥子 中里ミニバス 野本　英夫 分水ブンバー

浮須　靖 つつみミニバス 五十嵐　満 三条OHSAKIDS

諸橋　裕哉 栃尾ｳｲｻﾞｰｽﾞ 渡邉　康久 Jヒート三条

五十田　学 宮内ＤＪ 菅生内　健 吉田スマイルキッズ

下
越

稲垣 義輝 京ヶ瀬コスモス 鈴木　孝 築地ミニバススポ少

秋山 憲司 荒川ジュニアクラブ 板垣 和明 荒川ジュニアクラブ

阿部　宏 村松MBC桜ソルジャー 鈴木　純 水原ミニバススポ少

渡邉　悠 関川BBC.Jr 伊藤 克也

上
越

土屋　敏 直江津ヴェール 中村　由里 柏崎SOUTH

栗林　直也 比角ホワイトフェニックス 近藤　健太 城北スターズ

三井田　豊 剣野ロケッツ 藤本　茂 上越南ミニバス教室

マリンドリームズやちほ 小池　巧 柏崎サクラクイーンズ

上野　聡 田尻小学校 青柳　勝一 Red Souls Jr.

新
潟

小菅　宏樹 BF WOLF U12 東　卓郎 内野リトルスターズ 土屋　学 新潟バッドボ—イズ 羽下　了 亀田ウエストサンズ

八幡　浩樹 U12部会　新潟支部 本宮　善就 ヴィクトリーファイター南 福田　伸介 新通ブルーファングス 矢澤　暁洋 女池グローリーガールズ

マリンシューターズ真砂

長山　仁 GROWTHBOX Girls

瀧山　大介 大淵丸山BEANS!

渡邊　諒 新潟バッドボ—イズ 栗原　信 スカイブルー新通

氏名 所属
石黒　貴幸 五泉ブラックス 吉原　隆道 B-FAN'S 黒崎　裕 片貝スーパーボーイズ 瀧山　大介

氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

U11 U12

男子 女子 男子 女子

県
増田　誠 見附MBC

南波　雄一 中条ミニバススポ少 中原　知宏

松井　龍斗 あおばSC 小梶　瑞貴 宮内DJ 板垣　知男 レッドサン東

大淵丸山BEANS!

柳　風馬 小千谷スーパーソニックス 小泉　真之介 新発田キッズ 馬場　哲哉 BADBOY'S 中村　由里 柏崎SOUTH

伊藤　圭祐 B-FAN'S

佐々木　涼介 早小JBC 逢坂　一郎 木戸ブルーサンダース

計良　知宏 佐和田ミニバスクラブ 赤川　英雄 つつみミニバス 渡邊　諒 新潟バッドボ—イズ

南佐渡MBC

加賀　栄策 加茂グリーンサンダース

横田　正稔 新潟カシオペア 上村　克俊 西川SHOOTHING☆STARS 渋谷　光輝 阿賀サンダース 大川　亮

中村　徹 新道 東　卓郎 内野リトルスターズ

田中　樹里 松浜ワイルドキャッツ

横山　一弘 亀田ウエストファイア 鈴木　文香 青山サンダース

西巻　利光

Jヒート三条 吉井　雅人 小千谷レックス

今井章司 ルーキーズ三条 吉田　美育 小千谷レックス

沼　陽介 春日山モルツ

伊藤　博文 糸魚川ドルフィンズ 大橋　孝次 槇原ラビットガールズ

山田貢

中
越

坂井 将之 紫雲寺MBC

本間 壮一 中条ミニバススポ少 加藤 康弘 新発田キッズ

新発田キッズ 小泉 真之介 新発田キッズ

水留 一八 京ヶ瀬コスモス 宮越　翔 五泉シティガールズ

溝坂太成 水原ミニバススポ少

若林勇希弘 下田グレイトファルコンズ 井之川　泰仁 スノー・ラビッツ

堀江康一 三条OHSAKIDS 中俣　樹 南魚沼Rising

田中 利明

中条ミニバススポ少 吉岡 麗華 阿賀スパーズ

増子 信一 新発田キッズ 神田 希美

南波 健一 村上ウルブズ 大倉 雅美 外ヶ輪シューターズ

南波 雄一

児玉　三也 相川ブルースピリッツ

村松MBCファイブスピリッツ

中村 俊一 新発田キッズ 川崎　勉 二葉MBC

石黒 貴幸 巣本ブラックス 伊藤 慶喜 猿橋キャッツアイ

中川　聡 聖籠ブルーバーズ 阿部 志織 橋田MBQ's
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メインC

サブC

マネ

メインC

サブC

サブC

サブC

マネ

マネ

メインC

サブC

マネ

メインC

サブC

マネ

メインC

サブC

マネ

メインC

サブC

マネ

参考資料（令和３年度に県内選手が参加した代表活動・キャンプ等）

NTC

NTC

U19男子ワールドカップ 令和3年7月3日（土）～11日（日） ラトビア

第32回オリンピック競技大会（2020/東京） 令和3年7月25日（日）～8月8日（日） さいたまスーパーアリーナ（埼玉県）

ワールドカップ2023アジア地区予選直前合宿（Window1、2)

ワールドカップ2023アジア地区予選　中国戦 令和3年11月27日（土） ゼビオアリーナ仙台（宮城県）

今村佳太（琉球ゴールデンキングス）

第32回オリンピック競技大会（2020/東京）男子日本代表候補選手（３５名）

ワールドカップ2023アジア地区予選直前合宿（Window1、2)

小川敦也（筑波大学1年）

男子U19日本代表チーム 第2次強化合宿 令和3年4月16日（金）～18日（日） 千葉県内

男子U19日本代表チーム 第3次強化合宿 令和3年6月21日（月）～28日（月） 会場非公開

（１）選手

富樫勇樹（千葉ジェッツ）

アジアカップ2021予選(フィリピン大会) 令和3年6月18日（金）～19日（土） フィリピン

国際強化試合2021（岩手大会） 令和3年6月25日（金）、27日（日） 奥州市総合体育館（岩手県）

日本生命カップ2021（沖縄大会） 令和3年7月7日（水）～11日（日） 沖縄アリーナ（沖縄県）

日本生命カップ2021（埼玉大会） 令和3年7月16日（金） サイデン化学アリーナ（埼玉県）

SoftBankカップ2021（埼玉大会） 令和3年7月18日（日） サイデン化学アリーナ（埼玉県）

中越

宮腰友行 新潟県央工業高 髙橋慶太 十日町総合高

濱本和寿 三条第一中 剣持杏菜 長岡西中

竹内伸幸 三条東高 鈴木みずほ 三条東高

下越

齋藤康高 新発田中央高 佐々木貴子 新発田中央高

佐藤正実 村上中等 新沢耕輔 村上中等

宮城敦志 阿賀野高 藤田陽子 五泉高

北越高

新潟

後藤寛史 北越高 本間愛美 東京学館新潟高

山田　淳 松浜中 松川知克 上山中

猪股誉生 東京学館新潟高 五十嵐晶子 新潟高

上越

齊木陽介 直江津中等 丸山直樹 高田北城高

猪爪基成 柏崎第一中 上野隆史 城北中

和田祐輝 糸魚川高 庭山純一 関根学園高

U1５

男子 女子

氏名 所属 氏名 所属

県

中屋廣昭 新津高 神田昌和 新潟清心女子高

信田英樹 新潟商業高 伊藤翔太 開志国際高

神田智嗣 長岡高 高橋航平 東石山中

後藤寛史 北越高

庭野　智 新潟工業高 井口　愛 亀田西中

島　正哉 新潟明訓高 湯淺忠一

下越

相馬和憲 朝日 小野祥寛 村松桜 坂井伸自 五泉 藤塚　心 水原

田中義悠 安田 菊池清勝 安田 市橋　伸 聖籠 五十嵐匠 本丸

大竹大智 京ヶ瀬 古川直哉 聖籠 山口健太 新発田一 石田渓介 水原
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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 第97回天皇杯・第88回皇后杯全日本選手権大会都道府県代表決定戦

3日、4日、10日、11日

② 第2回全国U-15選手権新潟県予選会

30日、31日

3日、6日

③ 第75回全国全国高等学校選手権大会　新潟県予選会

５日～７日

（２）スタッフ

堀里也（白新中学校）

男子U16日本代表チーム エントリーキャンプ 令和3年4月26日（月）～29日（木） 神奈川県内

男子U16日本代表チーム 第2次強化合宿 令和3年6月14日（月）～16日（水） 神奈川県内

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。

日　程 7月 場　所 新潟市体育館、他

日　程 10月 場　所 新潟市体育館、他

磯部大悟（本丸中学校）

U14ナショナル育成センター（第１回） 令和3年11月19日（金）〜21日（日） 清水ナショナルトレーニングセンター

川崎天歌（上山中学校）

U14ナショナル育成センター（第１回） 令和3年11月19日（金）〜21日（日） 清水ナショナルトレーニングセンター

U14ナショナル育成センター（第２回） 令和3年12月10日（金）〜12日（日） 清水ナショナルトレーニングセンター

阿部日向大（新潟柳都中学校）

U15ナショナル育成センター（第１回） 令和3年11月26日（金）〜28日（日） 清水ナショナルトレーニングセンター

石山遥月（新潟清心女子中学校）

U15ナショナル育成センター（第１回） 令和3年11月26日（金）〜28日（日） 清水ナショナルトレーニングセンター

武藤俊太朗（開志国際高校２年）

男子U16日本代表チーム エントリーキャンプ 令和3年4月26日（月）～29日（木） 神奈川県内

男子U16日本代表チーム 第2次強化合宿 令和3年6月14日（月）～16日（水） 神奈川県内

境アリーム（開志国際高校２年）

男子U18日本代表チーム エントリーキャンプ 令和3年11月28日（日）～12月1日（水） 神奈川県内

フリッシュニコラス聖（開志国際高校１年）

男子U16日本代表チーム 第2次強化合宿 令和3年6月14日（月）～16日（水） 神奈川県内

藤山拓翔（開志国際高校１年）

男子U16日本代表チーム エントリーキャンプ 令和3年4月26日（月）～29日（木） 神奈川県内

三田七南（ENEOSサンフラワーズ）

女子U19日本代表チーム第1次強化合宿 令和3年5月17日（月）～20日（木） ならはスカイアリーナ（福島県）

U19女子ワールドカップ　　＊第９位 令和3年8月7日（土）～15日（日） ハンガリー（デブレツェン）

介川アンソニー翔（開志国際高校２年）

男子U19日本代表チーム 第2次強化合宿 令和3年4月16日（金）～18日（日） 千葉県内

男子U18日本代表チーム エントリーキャンプ 令和3年11月28日（日）～12月1日（水） 神奈川県内

11月

日　程 11月 場　所 新潟市東総合スポーツセンター、他

12　スポーツ医科学委員会
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④ 第４３回新潟県U１２バスケットボール大会

4日、5日

⑤ 21～23日

コロナ感染拡大に伴い中止

⑥

15、16日

コロナ感染拡大に伴い中止

総括

2

① バスケ手帳

・ バスケ手帳の管理・運営

スポーツ障害・外傷に関する情報発信（月2回）

成長期ページの更新

・ アンケート調査

U15、U18、大学生選手を対象に足関節捻挫に関するアンケート調査を実施（1月28日～）

アンケート結果は、協会HP及びバスケ手帳ニュース欄に掲載予定

総括

② Save Players：指導者のためのスポーツ障害外傷予防セミナー

講師：近　良明（新潟県バスケットボール協会）

　 　　　水谷　準（　　　　同上　　　　　　　）

テーマ：成長期とトレーニング

講師：岡田洋和（新潟県バスケットボール協会）　

　　　菊元孝則（　　　　同上　　　　　　　）

テーマ：足関節捻挫を繰り返さないために

総括

③ パフォーマンスアップのための身体作り事業

場　所

講師：岡田洋和（新潟県バスケットボール協会）　

　　　菊元孝則（　　　　同上　　　　　　　）

テーマ：足関節捻挫を繰り返さないために

※選抜交流会で実施予定も、コロナ感染状況により中止

総括

日　程 12月 場　所 新潟市北地区スポーツセンター、他

第50回ＢＳＮ杯新潟県高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

第36回BSN杯新潟県U-1４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

・競技会サポート活動事業は、コロナで中止になった以外は概ね予定通り活動が行われた。

・サポート活動においては、どの大会でも急性外傷（脳震とうや捻挫など）が起きており、
次年度もサポート活動の重要性を感じている。

・サポート活動の充実のため、スタッフの育成も同時に行っていく

その他事業

・バスケ手帳は、今年度成長期ページの更新を行い、講習会も実施した。バスケ手帳普及を今後
も進めていく。

・昨年に引き続きアンケート調査を行い、新潟県のバスケット選手の足関節捻挫の状況を把握
し、再発予防と競技力向上の一助になるよう努めていく。

日　程 9月29日

12月21日

・今年度は講習会を2回開催し、参加者は9月が52名、12月が45名で、他県からの参加もいた
だいた。

・次年度はコロナの状況によるが、ZOOM研修会だけでなく、対面の講習会も企画していく。

日　程 3月13日 西川総合体育館

・今年度はコロナ感染拡大により、中止になった。

・次年度はコロナの状況によるが、直接選手や指導者に足関節捻挫の状況を理解してもらい、捻
挫の予防、再発予防を行い、選手の競技力向上につなげていく。
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④ PSN（Pysical Screening Niigata）

新潟県内の大学生（高校生）の体力測定、パフォーマンス測定。

日　程 コロナ感染状況により中止 場　所 新潟医療福祉大学

総括

⑤ DC事業へのスタッフ派遣

U-15新潟県育成センター選考会

日　程 場　所 五泉市総合体育館

U14県DC　練習会

日　程 県DC練習会に準ずる 場　所 新潟市ほか

1月～3月はコロナ感染状況により中止

U14北信越交流会

日　程 2月12・13日　 場　所 富山県朝日町

コロナ感染状況により中止

新潟選抜交流会

日　程 場　所

コロナ感染状況により中止

総括

⑥ 国体事業へのスタッフ派遣（少年男子／女子、成年男子／女子）

練習会
日　程 国体各カテゴリー練習日 場　所 新潟市他

北信越国体帯同

日　程 8月21日、22日 場　所 長野県長野市

コロナ感染状況により中止

総括

1 指導者育成事業

（１）ＪＢＡ公認コーチ・リフレッシュ研修①

（2）ＪＢＡ公認コーチ・リフレッシュ研修②

令和3年12月1日実施

・次年度は、練習会における足関節捻挫予防啓発のための講習会、パフォーマンスアップにつな
がるコンディショニング指導などを検討していく。

・各カテゴリーで練習会、合宿に帯同サポートを実施。

・今年度は、コロナ感染状況によりサポートスタッフ対応が難しいときもあり、次年度に向けて
スタッフ育成推進図り、サポート体制の充実を図っていく。

スポーツ医科学委員会によりオンラインで実施
日　程 令和3年9月29日実施

スポーツ医科学委員会によりオンラインで実施

日　程

・今年度、コロナ感染状況とスケジュール調整が困難となり、事業中止となった。

・次年度はコロナの状況によるが、大学や高校の体力・パフォーマンスを調査し、新潟県の競技
力の底上げにつなげていく。

11月20日

3月13日 西川総合体育館

・県DC練習会に参加し、ケガの対応、ウォームアップや傷害予防のサポートを実施。

13　指導者養成委員会
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（３）ＪＢＡ公認D級コーチ新規養成講習会①

（４）ＪＢＡ公認D級コーチ新規養成講習会②

令和4年3月20日（日）

※その他、計画していた講習会は、コロナ感染状況により中止

2 令和3年度JBA公認指導者ライセンス登録者

1 大会事業関係

(1)

11日（日）

派遣人数 結果まとめ等　３名

(2)

23日（土）～24日（日）

派遣人数 結果まとめ等　１名

(3) 新潟県Ｕ１５バスケットボール選手権大会の広報

派遣人数 結果まとめ等　１名

(4)

派遣人数 結果まとめ等　５名

(5)

6日（土）

派遣人数 結果まとめ等　１名

(6) Ｕ１４地区新人大会

派遣人数 結果まとめ等　１名

場　所 新潟市体育館　他
12/4（土）・5（日）、11（土） 上越市立城西中学校体育館　他

日　程 12/4（土）・5（日）、11（土）・12（日） 場　所 小千谷市総合体育館　他

下越 日　程 11/27（土）・28（日）、12/4（土）・5（日）

中越

講　師 猪爪　正和

場　所 新潟清心女子中学・高等学校

令和4年2月現在（人）

Ｓ級 Ａ級 Ｂ級 Ｃ級 Ｄ級 Ｅ級 合計

3 8 25 1,715

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

日　程 10月 場　所 アオーレ長岡　他

7月 場　所 新潟市体育館　他

全国高等学校バスケットボール選手権大会　新潟県一次ラウンドの広報

日　程

日　程 令和4年3月13日（日） 場　所 新潟清心女子中学・高等学校

日　程

1,172

講　師 猪爪　正和　

220 289

10/30（土）・31（日）、11/3（水・祝）、11/6（土） 場　所

日　程 10/31（日）、11/5（金）～7（日） 場　所 新潟市東総合スポーツセンター　他

場　所 水原総合体育館　他

上越 日　程 場　所

開志学園高等学校

新潟 日　程 11/27（土）・28（日）、12/4（土）・5（日）

日　程

新潟市体育館　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

３×３新潟県選手権大会の広報

11月 場　所

14　広報委員会
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(7)

4日（土）・5日（日）

派遣人数 結果まとめ等　２名

(8)

9日（日）

派遣人数 結果まとめ等　１名

2 その他事業

(1) 協会年報第49号発送

(2) ホームページ運営（試合速報）

3 総括（来年度に向けて）
・

・

・

基本方針・活動内容
(1) 県内各大会におけるTO指導及び支援

(2) JBAとの連携、JBATOマニュアルの普及

(3) 県内開催のトップリーグ及び全国大会、ブロック大会等へのTO派遣及び支援

(4) その他、TOに関すること

1 TO委員会の設立について
(1) JBAで４月にTO委員会設立、TOグループ長、友野が全国TO委員会にZoomにて参加

① 第１回 全国TO委員長会議 日　程

② 第２回 全国TO委員長会議 日　程

③ 第３回 全国TO委員長会議 日　程

(2) 県協会との相談、承認を受け、県協会にTO委員会を設立。

審判委員会、各カテゴリー長との相談により、各カテゴリー担当を選出

TO委員会を組織

(3) ① TO委員会 日　程

2 各大会のTO指導及び支援
(1)

(2) 県高校総体、北信越総体のTO指導

(3) 新潟県高校選手権大会のTO指導

(4) BSN杯県高校大会のTO指導　　※コロナウィルス感染予防の為、中止

3 JBA　TOマニュアルの普及
(1) 県協会ホームページでの紹介及びリングの掲載

(2) トップリーグ担当TO講習会への参加　友野参加　　　 高崎アリーナ

年報を編集する関係で、大会結果が集約できるようになると効率的だ。

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

日　程 ６月

5月10日(月) オンライン

8月16日(月) オンライン

11月24日(水) オンライン

2月17日(木) オンライン

全国高校総合体育大会TOへの指導、JBA及び高体連担当との連携

今年度Ｕ-18の大会での成果があった。今後他のカテゴリーへの支援を検討していく。

9月3日(金)

今後マニュアルをどう普及していくかが課題である。

12月 場　所 新潟市北地区スポーツセンター　他

今年度、U15古澤氏、U12藤本氏・本間氏と連絡を取りながら、HPの結果速報を行っ
た。来年度も連携を密にして結果速報を行っていきたい。

業務が一部の委員の方に偏る傾向があるので、新しい方にも入っていただきながら業務を
分担していきたい。

上旬

場　所 小千谷市総合体育館　他

日　程

新潟県ミニバスケットボール優勝大会の広報

15　TO委員会
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4 県内開催のトップリーグ及び全国大会、ブロック大会等へのTO派遣及び支援

(1) 皇后杯全日本総合選手権大会へのTO派遣

(2) BリーグレギュラーシーズンへのTO派遣

(3) WリーグレギュラーシーズンへのTO派遣

(4) BリーグプレシーズンゲームへのTO派遣

(5)

(６) 北信越ブロックＴＯ委員長会議 オンライン

(７)

1 活動内容

2 活動内容
１）第8回3x3U18/OPEN日本選手権エリア大会新潟県予選会10月の開催運営

２）第8回3x3U18日本選手権中日本エリア大会参加チーム（女子）の強化練習会

３）３ｘ３日本選手権大会準備運営の視察

3 委員会活動

第8回3x3U18/OPEN日本選手権大会兼新潟県予選大会

１．日時：2020年11月6日（土）8：00～16：00

２．場所：アップルスポーツカレッジ体育館（旧開志学園体育館）

３．参加チーム数：　U-18男子6女子1・OPEN男子6 = 合計13チーム

4 良かった点

・コロナ渦ではあったが、多くの方の協力のもと無事に第８回県選手権大会を開催できた点

・年を重ねるごとに県内における３ｘ３の認知度、注目度も上昇傾向にある点

5 改善点

東京オリンピック、東京パラリンピックへのＴＯ派遣　

東京オリンピック：縄田　藍子、東京パラリンピック：加藤　雅夫、阿部　智行、縄田　藍子　

12月13日(月)

天皇杯全日本総合選手権大会へのＴＯ派遣　2月9日（水）宇都宮　縄田　藍子　スタッツとして

・３ｘ３におけるプレイヤー、審判、TO、運営、そして県内のプロチームなどが今以上に協力し、
　県内全体の３ｘ３競技の質を向上させるための体制の構築等が今後必要である。

・審判関係では３ｘ３の判定というより、５on５の判定に近く、審判によって判定基準が異なり
　プレイヤー側は苦慮する面が見られた。

・U18の参加チーム数が毎年少ない。もう少し告知の場を増やし、より多くの層に３ｘ３を身近に感
じてもらい、更には県選手権大会への参加も促していきたい。

2021年東京オリンピッック正式競技種目「3x3バスケットボール競技」の発展拡大を推
進するJBAに歩調を合わせ、新潟県内に於ける3x3競技の普及活動を推進する

ここまでの開催ゲームは無事に終わることができた。オリンピックや県外での派遣もあり成果があった。

１６　３×３委員会
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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) リーグ戦の競技運営

(4) U18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 競技会開催事業
(1) U18バスケットボールリーグ2021　新潟県リーグ

(2)

23(土)～24(日)

男 56 女 39 計 95

(3)

31(日)～11月7(日)

男 24 女 24 計 48

(4)

2 法人事業
○

ａ 第１回 定例会

・ＪＢＡへのD-fund申請内容を報告

・高体連各地区のリーグ戦実施における結果集約・来年度への課題

b 第２回 定例会

・Ｕ１８リーグ戦　ＪＢＡ　D-fund交付金決定額を受けて事業内容の修正を検討

・高体連専門部役員会議（２月）提案内容の確認

・Ｕ１８部会　2022年度事業計画と予算(案)の検討

・Ｕ１８　2022年度以降の大会スケジュールの検討（県リーグへの移行）

活動内容

（１）新潟県U15リーグ（前期）の計画と実施

（２）新潟県U15リーグ・U１４リーグ（後期）の計画と実施

（３）第２回　全国U１５バスケットボール選手権　新潟県予選会の計画と実施

（４）第3６回　ＢＳＮ杯　新潟県Ｕ14新人バスケットボール大会の計画と実施

長岡市／アオーレ長岡　他

参加チーム数

令和３年度第７４回全国高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

　日本バスケットボール協会の方針に基づき、拮抗した試合を多くして、選手・指導者の成長を促
す。また協会へ登録しているチームに一定試合数を確保し、中学生年代のプレイ環境を整えることを
目的とする。

開催中止

日　程 １月 2２日(水) 場　所 新潟市　協会事務所

日　程 １０月 場　所 新潟市／東総合スポーツセンター　他

参加チーム数

第５０回BSN杯新潟県高校バスケットボール大会

日　程 １０月 場　所

令和３年度第７４回全国高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 2月 1９日(水) 場　所 エコスタ会議室

開催中止

Ｕ１８部会

17　Ｕ１８部会

18　Ｕ１５部会
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1 委員会の開催
（１）新潟県U15部会

（２）北信越U15部会長会議 ８月

（３） ７月 ２２日（木）２３日（金）３１日（土）

８月

（４）新潟県U15リーグ、U１４リーグ（後期）実施 【中止】

（５）

潟東体育館・中之口体育館

西川総合体育館・岩室体育館

新潟市体育館

（６）

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・マナーの啓発活動

(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) U12年代カテゴリーのリーグ戦の計画・実施

〇U12部会会議の開催

・第１回会議 ZoomによるWEB会議
・第２回会議 ZoomによるWEB会議
・第３回会議 ZoomによるWEB会議
・第４回会議 県協会  事務局
・第５回会議 北地区コミュニティセンター

・第６回会議 ZoomによるWEB会議

〇実施事業
・東北電力にいがた杯　各支部予選

・東北電力にいがた杯　県大会　→　開催中止

・U12バスケットボール大会　各支部予選

・U12バスケットボール大会　県大会

・フレッシュU10バスケットボール大会　各支部予選　→　開催中止

・フレッシュU10バスケットボール大会　県大会　→　開催中止

・リーグ戦　→　前期・後期ともに開催中止

場　所

日　程 ６月 １９日（土）

９月

第3６回　BSN杯　新潟県U１４新人バスケットボール大会

場　所 黒埼体育館

場　所 新津第一中学校

日　程

１１月 　３日（水） 場　所

９月 ２９日（水） 場　所 県協会事務所

１０月 ２０日（水）

７月 １８日（日） 場　所 リージョンプラザ上越

　８日（水） 場　所 県協会事務所

第２回　全国U１５バスケットボール選手権　新潟県予選会

日程：　１０月２３日 会場
日程：　１２月５日 会場
日程：　２月５日

１０月 ３０日（土） 場　所

１２月 １５日（水） 場　所 県協会事務所

新潟県U15リーグ（前期）の実施

１月 　９日（日）

会場

白根カルチャーセンター

３１日（日）

１１月 　６日（土） 場　所

１月 １５日（土） 【中止】

場　所 県協会事務所

日　程 小千谷市総合体育館　他

２月 １１日（金）

日程：　５月９日 会場
日程：　７月１７日 会場
日程：　９月５日 会場

場　所

１０月

【中止】

U12年代カテゴリーのチーム・個人登録の推進

２月 １６日（日）

19　Ｕ１２部会

　１日（日）

　４日（水）  富山：魚津市
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〇総括

・新型コロナ感染状況により、多くの事業が計画→中止となった。

・令和４年度からの地区統合に向けた準備の１年であった。
　※R4年度より、県央と長岡が統合して「中越支部」、上越と柏崎が統合して「上越支部」

・U12県大会においては、北信越大会推薦チーム（２位と３位）の決定方法が課題

　→ 今年度は３決を行わず抽選で決定する予定であったが、当該チームの意向により

急遽３決を実施した。

活動内容
(1) 学生部会（大学・短大・高専・専門学校）の運営と発展

(2) 新潟県学生県内リーグ戦

(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

(4) 北信越学連から委託される事業

(5) その他，部会委員の必要と思われる事項業

1

① 第１回 定例会 13日

2 普及振興事業

(1) 競技会開催事業

①
10(土) ,11(日), 17(土), 18(日)

(信越ブロック, 決勝ラウンド)

野々市市民体育館, 津幡運動公園体育館, いしかわ総合スポーツセンター(北陸ブロック)

活動内容
(1)

(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 部会定例会議
(1) 障がい者部会　定例会議　（各回13:00～15:00予定）

① 第１回 定例会 日　程

② 第２回 定例会 日　程

③ 第３回 定例会 日　程

2 競技会運営事業
(1)

※コロナウィルス感染予防の為、中止

6月 場　所 新潟大学（中止）

車椅子バスケットボールフェスティバル

日　程 10月31日（土）～11月1日（日）

2月14日(日) 場　所 新潟ふれ愛プラザ

第54回　北信越大学バスケットボール選手権大会兼インカレ予選

日　程 10月 場　所 リージョンプラザ上越

12月13日(日) 場　所 新潟ふれ愛プラザ

6月21日(日) 場　所 新潟ふれ愛プラザ

学生部会　課題検討会議

日　程

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

20　学生部会

21　障がい者部会
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1 新年祝賀会 新型コロナウイルス感染症のため　開催中止

22　祝賀会
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