
函館地区バスケットボール協会

令和４年度 評議員会（総会）

委員会事業報告

日 時 令和４年４月１７日（日）１４：００～

会 場 北斗市総合文化センター（かなで～る）
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第36回北海道中学校バスケットボール新人大会（南大会） 最優秀選手

道南選手権

リーグ

中止

武田　颯太 浜分中 第36回北海道中学校バスケットボール新人大会（南大会） 優秀選手

春季
【　北海道選抜選手　】

中止

中止

【　道大会優秀選手　】

戸田　芯 八雲中 第51回北海道中学校バスケットボール大会 優秀選手

戸田　芯 八雲中 第2回U15バスケットボール大会（Jr.ウィンターカップ） 優秀選手

久保田　遥翔 浜分中

北斗市立浜分中学校　男子 第36回北海道中学校バスケットボール新人大会（南大会） 優勝

大　会　名 １位 ２位 ３位（４位）

新人
函大有斗 工業 中部 ラ・サール

八雲町立八雲中学校　男子 第51回北海道中学校バスケットボール大会（全国出場） 第2位

八雲町立八雲中学校　男子 第2回北海道U15バスケットボール大会（Jr.ｳｨﾝﾀｰｶｯﾌﾟ） 第3位

【　協会特別表彰　（R3年度総会にて表彰）】
中部 遺愛 函大柏稜 大妻 【　チーム　】

中部 大妻

函大有斗

中部 遺愛 大妻 函大柏稜

松本　愛心 大妻

春季
大谷 函大有斗 ラ・サール 中部 中谷　凌久 工業 土手　初華

大　会　名 １位 ２位 ３位 下山　寿樹斗 大谷

函大柏稜

遺愛 中部 函大柏稜 大妻 【　社会人男子　】 【　社会人女子　】

左　竜太 函大有斗 小野　雪花 中部

寺田　麻央 ラ・サール 奥本　美羽 遺愛

Eブロック　１位：大野 【　Ｕ１８男子　】 【　Ｕ１８女子　】

中野　貫太 函大有斗 宗山　こゆき 中部

Ａブロック　１位：附属　Ｂブロック１位：浜分 加藤　琉稀 桔梗中 八田　真綾 附属中

Cブロック　１位：大中山　Ｄブロック１位：大沼岳陽・七飯 輪島　綾斗 浜分中 樋口　あみ 森中

八雲中 横手　梨花 八雲中

山本　凌大 八雲中 藤瀬　ゆい

戸田　芯

八雲中

Eブロック　１位：青柳 西尾　太希 桔梗中 田中　ゆら 附属中

あさひ・駒場・赤川

北檜山 江差 乙部・上ノ国 今金 【　Ｕ１５男子　】 【　Ｕ１５女子　】

髙橋　妃鞠 上磯ミニ
海峡カップ

檜山新人
江差 乙部・上ノ国 佐々木　優羽 深堀ミニ 土橋　音々

美原ミニ 宗山　ほのか

附属 浜分 本通 五稜郭 杉本　想 はまわけ

浜分 附属 深堀 八雲 中谷　颯来

五稜郭・附属 青柳・白百合・戸倉・八雲 大中山 大沼岳陽・大野・七飯 宮崎　豪朗 上磯ミニ 青山　紗彩 はまわけ

上磯ミニ

浜分 森

【　Ｕ１２男子　】 【　Ｕ１２女子　】

ライオンズカップ
１年生大会

森 青柳 大中山・七飯 深堀 梅本　慧悟 上磯ミニ 川村　優依羅

道南新人
浜分 附属 深堀 八雲 【　年間優秀選手　】
附属 浜分 本通 五稜郭

はまわけ

優秀賞 優秀賞

優秀賞

大会中止の為 大会中止の為

優秀賞

函館チャレンジ
カップ

桔梗 浜分 附属 優秀賞

八雲 附属 優秀賞
中体連渡島管内

八雲 桔梗

優秀賞

八雲

渡島中体連
八雲 浜分 上磯 七飯 【　社会人　道南選手権大会　個人表彰　】

檜山中体連
乙部 上ノ国 江差 最優秀賞

八雲 森 大沼岳陽・七飯 浜分 男子

最優秀賞

今金 北檜山 上ノ国 乙部 優秀賞

松本　愛心 大妻

附属 亀田 五稜郭 本通 優秀賞 秋田　晟之介

女子

水産 優秀賞 土手　初華 函大柏稜
函館市中体連

桔梗 附属 深堀 青柳 優秀賞 徳勝　潤 ラ・サール 優秀賞

檜山春季
優秀賞 飯村　優雅 函大有斗 優秀賞

中止
小野　雪花 中部

優秀賞 中谷　凌久 工業 優秀賞 奥本　美羽 遺愛

大　会　名 １位 ２位 ３位 【　Ｕ１８　選手権大会　個人表彰　】

第４回　春季大会
男子 女子

最優秀賞 中野　貫太 函大有斗 最優秀賞 宗山　こゆき 中部
各チーム２試合行った。

優秀賞 吉田　隼人 八雲 優秀賞 土屋　凛音 五稜郭

浜分

優秀賞 沢井　雄登 深堀 優秀賞 齋藤　花純 本通

優秀賞 久保田　遥翔 浜分 優秀賞 佐藤　咲来 附属

優秀賞 鈴木　晴大 附属 優秀賞 宮崎　優花

最優秀賞

【　Ｕ１５　道南新人大会　個人表彰　】
男子 女子

武田　颯太 浜分 最優秀賞 石田　はなこ 附属

新人 中止

中村　優希愛 大沼・磨光

はまわけ 上磯 あさひ・駒場・赤川 特別賞 岩本　翔大 赤川 特別賞 尾野　華 せたな

大沼・中山 特別賞 長川　陽向 上磯黒田　樹生

秋季（選手権）
上磯 美原 はまわけ 特別賞

はまわけ 上磯 せたな 駒場・あさひ・赤川 特別賞
春季（夏季交歓）

上磯 はまわけ あさひ・駒場 八雲

小田原　楽風 あさひ・駒場 特別賞

特別賞 宮本社　佑真 美原 特別賞

中止

蛯名　凛 はまわけ

渡邊　修太 上磯 特別賞 中川　遊音 はまわけ

上磯 優秀賞 青山　紗彩 はまわけ

美原 優秀賞 髙橋　妃鞠 上磯

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘｰｸﾞ
優秀賞

大　会　名 １位 ２位 ３位 優秀賞 蠣崎　真翔

杉本　想 はまわけ 優秀賞 土橋　音々 あさひ・駒場・赤川

特別賞

選考者なし

第７回Jr.カップ

男

女

Ａブロック　１位：浜分　Ｂブロック１位：八雲

Cブロック　１位：戸倉　Ｄブロック１位：砂原・森

令和3年度　地区大会記録
【　Ｕ１２　秋季大会　個人表彰　】

男子 女子

最優秀賞 梅本　慧悟 上磯 最優秀賞 川村　優依羅 はまわけ

優秀賞 中谷　颯来 美原 優秀賞 宗山　ほのか 上磯

優秀賞 中川　太雅

秋季大会延期に伴い中止

秋季（選抜優勝）

第１代表 第２代表

ラ・サール 大谷 工業

選考者なし

工業 ラ・サール 水産
選手権

新人予選リーグ

函大柏稜 遺愛

函大有斗

Ｕ１２

Ｕ１５

Ｕ１８

社会人
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函館地区バスケットボール協会／審判委員会 

令和３(2021)年度 審判委員会 事業報告 

◎ 活動方針 

 バスケットボール競技規則を堅持して、プレイヤーの足りないところを補いつつ、これに健全な方向を

与えるとともに、そのゲームを円滑に運営することによって、すべての人に信頼される審判員の育成に努

め、バスケットボール競技の発展に寄与する。 

 １．日本公認審判員の全国、全道大会派遣を通して、資質向上と指導力の強化をはかる。 

 ２．日本公認Ｃ級審判員の資質向上をはかり、次期日本公認Ｂ級審判の人材の発掘をはかる。 

 ３．無資格者の勧誘と、日本公認Ｄ級公認審判員への指導の充実をはかり、公認審判員の補強をはかる。 

 ４．日本公認上級審判員を目指す審判員の育成をはかる。 

 

◎ 事業 

   １．各地区大会審判割当の作成及び発送 

  ２．各地区大会における審判研修・講習 

  ３．地区研修会・講習会の実施と参加 

  （１）函館地区審判研修会・講習会 

    ①JBA 公認 C・D 級新規取得講習会             ５月１５，１６ 大沼岳陽で実施 

②JBA 公認Ｃ・Ｄ級更新講習会                      大会や講習会で、計９回実施 

  （２）函館地区テーブル・オフィシャル練習会           未実施 

  （３）Ｂ級レベルアップ練習会兼３ＰＯ練習会       社会人のゲームがなかったので未実施 

                             社会人の練習ゲームでは数回練習会実施 

  （４）レベルアップを希望する C・D 級審判員の公募・育成   コロナで公募、育成できず 

    （５）その他 

 ４．道協会・道南ブロック審判研修会・講習会への参加 

  ①道南ブロック審判研修会・Ａ級巡回指導         １２月高校新人予選を使用して実施                   

②新規Ｂ級審判講習会                  新規 B 級なし 

   ③女性審判講習会                    未実施 

   ④強化育成講習会                     加藤琢也 藤本瑠人 ２名参加 

   ⑤北海道ＹＯＣ                     未実施 
                  

 ５．審判派遣・研修と函館地区への還元 

  （１）全道大会への審判派遣 

高校インターハイ・U15 中体連・U15 新人大会・ミニ選手権・高校ウィンターカップ 

  （２）全国大会への審判派遣 

ミニ選手権 井ヶ田 
 

 ６．道協会からの伝達・公認審判申請 

（１）競技規則変更等に伴う伝達（常にメールでルール変更に関わるものやプレーコーリングガイド

が送信されている） 

  （２）公認審判申請  
 

 ７．全国、全道大会運営並びに協力 

なし 

 
 

 ８．その他 

  （１）各種地区大会への協力 

（２）地区審判員への審判法・マニュアルの徹底 

  （３）各審判員の自主研修 

  （４）U15 学年別大会に向けた強化練習試合などの審判派遣（新型コロナの影響で中止） 

  （５）大会最終日の３ＰＯの実施（高校の大会で実施） 

  （６）ライセンスによる審判謝礼の変更を検討・実施（各カテゴリー対応・実施済み） 
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令和３年度 強化育成委員会 事業報告 

函館地区バスケットボール協会強化育成委員会 

 

１ 指導者講習会について 

 （１）第１回指導者講習会 

   日時：令和３年７～８月 

   場所：函館市内体育館 

   講師：東 英樹氏（元筑波大学コーチ） 

      北村麻衣氏（学習院大学ヘッドコーチ） 

   モデル選手：高校生男女 

 

   ※新型コロナウィルスの感染拡大防止のため中止 

 

 （２）第２回指導者講習会（インテグリティ講習会） 

   日時：令和４年３月１３日（日）１３：００～１６：００ 

   場所：函館アリーナ 

   講師：HBA強化育成委員会指導者育成グループ コーチデベロッパー 清水田 智 氏 

   参加者：３０名 

 

２ 選手育成事業（育成センター）について 

（１）U１２DC：ルーキーズチャレンジカップ中止に伴い、選手選考については行わなかった。 

（２）U１３U１４DC：１１月より DC活動は続け選手選考等、準備を進めてきたが DC事業（交流 

試合）直前に中止となった。 

（３）U１６DC：年度途中より事業開始となり、１１月と１月に２回練習会を実施した。３回目 

は蔓延防止のため再び中止となった。 

 

３ 表彰関係について 

 （１）ベスト５選考 

     U１２：函館地区秋季大会（優秀選手及び特別表彰） 

     U１５：道南新人大会（ベスト５表彰） 

     U１８：高校総体函館地区予選会（ベスト５表彰） 

     一  般： ※全大会・リーグ戦が中止のため選考せず 

 

 （２）年間優秀選手の選考 

     U12・U15・U18は計画通り選考 

一般は協会としての活動がなかったため選考せず 

 

４ 青函対抗バスケットボール大会への参加 

 （１）一般男女 青函対抗交流試合 

    ※新型コロナウィルスの感染拡大防止のため中止 

 

 （２）U１５ 第２０回青函中学校バスケットボール交流会 

    ※新型コロナウィルスの感染拡大防止のため中止 

 

５ ライセンス更新講習会 

 

  インテグリティ講習会で実施 
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1 ． ホームページの更新・運用

各委員会、各大会の日程・結果を掲載

（各大会については、各部会のページに更新・運用。）

2 ． 各情報の報道依頼

北海道新聞社、函館新聞社への各大会記事掲載の依頼。

3 ． 記録室の更新

過去の結果等をホームページで閲覧できるようにしている。

　一覧を協会ホームページ。

　　※ここ数年間未掲載のため、記録の集約後に掲載予定

　大会スコア等の詳細は各部会のホームページ。

4 ． 記録写真の保管

令和3（2021）年度　広報委員会　事業報告

函館地区バスケットボール協会

広報委員会
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