
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）

部会事業報告

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）



令和３年度Ｕ１２部会事業報告 
 

Ｕ１２部会総務委員会事業報告 

１．チーム登録，選手登録業務 
  ①各チームへの登録作業の依頼，協力 
２．各大会に関する業務 
  ①学校施設使用許可書の提出 

②「会場利用」「駐車場利用」に関する諸注意の各チームへの依頼 
③賞状（地区協会）作成，役員駐車証作成など 

３．その他 
  ①各チームへの諸連絡 
  ②U-12部会事業，その他各種会計予算・報告書作成，提出業務 

③その他 
 

Ｕ１２部会競技委員会事業報告 

 
 

Ｕ１２部会審判委員会事業報告 

１．各地区大会審判割当の作成及び発送 
   ◇スプリングリーグ（中止） 
      ◇春季大会   （７／３・４・１１） 
   ※オニウシサマーキャンプ（７／２２・２３） 
      ◇フレッシュカップ  （１２／１１・１２・１８・１９） 
   ◇オータムリーグ（中止） 
      ◇秋季大会   （１１／１３・１４・２０・２１） 
      ◇新人大会   （延期）   
      ◇６年生大会  （中止） 
   ※は連盟後援大会 
２．各地区大会における審判研修 
      ※審判委員を中心にミーティングを実施 
３．地区研修会・講習会の実施 
 （１）審判研修会・講習会 
       ◇１２月（谷川小学校・浜分小学校） 
        ・選手権大会に向けて審判研修会を実施 
 （２）各種講習会 
    ◇１１月ＣＤ級審判更新講習 
    ・座学はｅラーニング、実技は秋季大会を利用し実施 
 

男・女 優　勝 ２　位

男　子

女　子

男　子 上磯 はまわけ あさ駒 八雲

女　子 はまわけ 上磯 せたな あさ駒・赤川

男　子

女　子

男　子 上磯 美原 はまわけ

女　子 はまわけ 上磯 あさ駒・赤川

男　子

女　子

北斗市総合体育館11月13・14・20・21日

5月15・16日
（コロナのため中止）

使　用　会　場事　　　業　　　名 期　　　日
３　位

結　　　　　　　　　　　果

スプリングリーグ

ミニバス春季
7月3・4・11日

（コロナのため６月から延期）

北斗市総合体育館
北斗市スポーツセンター

ミニバス新人
1月23・30・31日

（コロナのため中止）

ミニバス秋季

オータムリーグ
9月18・19日

（コロナのため中止）
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４．審判派遣・研修（函館地区協会との連携） 
 （１）全道大会への審判派遣 
   ◇夏季交歓（８月 帯広） 中止のため派遣なし 
   ◇選手権（１月 恵庭・江別・千歳）  井ヶ田 
 （２）道南エリア審判研修会への派遣・研修 
   ◇今年度の開催はし 
 （３）北海道ミニバスケットボール審判講習会への派遣・研修 
      ◇（１月 恵庭・江別・千歳）    井ヶ田 
 （４）全国大会への審判派遣・研修 
      ◇（３月 東京都）     井ヶ田 
５．道協会・道ミニ連からの伝達 
 （１）競技規則変更等に伴う伝達 
 （２）ルールブック等 販売 
６．日本リーグ・全国、全道大会運営並びに協力 
    今年度は開催なし 
７．その他 
 （１）各種地区大会（ローカル）への協力 
      ◇渡島スポ少大会 他 
 （２）各審判員の自主研修 
      ※協会事業、協会審判委員会の研修にて実施 
 

Ｕ１２部会強化委員会事業報告 

１ 全道大会出場チームの強化試合の実施 
  （１）選手権大会 
    期 日    令和３年１２月２６日（日） 
    会 場    男子 谷川小学校 女子 はまわけ小学校 
    参加チーム  全道大会参加チーム 
           男 子 上磯・美原 
           女 子 はまわけ・上磯 
    協力チーム   あさ駒・赤川・大沼・磨光・大中山・深堀・せたな・はまわけ 
２ 秋季大会優秀選手・特別表彰選手の選考、表彰の実施 
３ 年間優秀選手の選考、表彰の実施 
４ ルーキーズチャレンジカップ参加選手及びチームスタッフの選考、決定 

※大会に中止に伴い、選手の選考、については行わなかった。 
５ 強化合同練習会の実施 
   ※新型コロナウイルス感染症対策のため、合同練習会の開催を行うことができなかった。 
６ ミニバスクリニックの実施 
   ※未実施 
 

Ｕ１２部会広報委員会事業報告 

１ 大会結果のとりまとめ，結果表の作成 
①地区協会・地区 U-12部会主催、主管大会 

（春季大会・秋季大会） 
２ 大会の案内・組み合わせ・結果の送付（報道機関） 

①地区協会・地区 U-12部会主催、主管大会 
（春季大会・秋季大会） 

３ 地区協会ＨＰ・U-12部会ＨＰアップロード 
①開催要項・組み合わせ・大会結果 
②各大会ベスト４（３）のチーム写真 
③各大会の速報（facebook） 

４ 各大会スコアシートの保管 
５ 写真使用同意書の提出依頼，保管 
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総務委員会 

(1)登録関係   ・コロナ渦による影響があり年度内登録になったものの、滞りなく登録及び入金されていた。 

(2)競技関係   ・各委員会の協力のもと運営がスムーズに行われた。 

(3)その他   ・見通しのある部会および大会運営を心掛けたが、コロナ渦により大きな会議も開くことができず、みなさんの

ご意見を反映した上での運営ができず、大変申し訳ない。各理事のご協力により何とか乗り切った一年だった。

皆様のご協力に感謝の気持ちで一杯です。 

 

競技会委員会 

大会名  開催場所 開催日 

・第 4 回 道南春季バスケットボール大会 函館アリーナ 4/29(木)5/4(火)5/5(水) 

・U15 選手権バスケットボール大会函館地区大会  
 中止 
  

・第 62 回道南中学校バスケットボール新人大会 
各中学校 10/16(土)17(日) 

鹿部町総合体育館 23(土)24(日) 

・第 13 回臥牛ライオンズ杯バスケットボール１年生大

会 

函館アリーナ 11/13(土) 

鹿部町総合体育館 11/20(土)21(日) 

・第１4 回道南ジュニアカップバスケットボール大会 各中学校 1/7(土)8(日)9(土)10(日) 

※11 月下旬～１２月下旬 海峡カップ・高専カップ・大妻スプールカップ 【中止】 

 

審判委員会 

(1)審判活動の計画・実施  ・滞りなく行った 

(2)各種競技会の審判割り当てとその審判  ・すべての大会を資格に応じて審判謝礼金額を変えた。謝礼金の準備、審判割変

更時の対応等に苦労があるが、定着してきた。 

(3) 審判技術の向上事業  Ｃ・Ｄ級の養成講習会、更新講習会の開催の参加を呼びかけ 

(4) テーブル･オフィシャルズの指導 実施なし。 

 

強化普及委員会（統合） 

(1)U14 および U13DC 事業（函館地区選抜チーム）の計画および運営 

 ・１１月より DC活動に向け選手選考等、準備を進めてきたが、１月より予定していた DC活動直前で中止 

(2)道南中学校ビギナーズカップの開催  

 ・開催予定の時期にまん延防止等重点措置であったため、中止 

 

広報委員会 

(1)ホームページの更新・運用 

(2)報道関係  北海道新聞社および函館新聞社への大会結果（各会場校担当者に依頼） 

 

 

～2021 反省～ 

・コロナ渦の為、対面式の部会会議および常任理事会を極力排し、紙面会議や ZOOM を用いたオンライン会議にて議案審

議を行った。 

 

・大会の運営、特に各会場での入場規制については、各校の理事による検温および体調確認が徹底できた 

ため、大きなトラブルもなく大会運営をすることができた。 

 

・マンツーマンコミッショナーに対しても、謝礼を導入した。割作成は強化委員会。 

 

・２０２０年度は市体育協会の補助を受けて運営してきたが、２０２１年度からは各大会の予算の中から感染予防 

対策グッズ（消毒液等）を購入してきたため、若干の参加費値上げが生じた。 

 

 

 

令和３年度Ｕ１５部会事業報告
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１ 函館支部・地区大会の日程、当番校（主管校）、会場校 

大会名（高体連） 日 程 主 催 当番校 会場校 

春季大会 ４月２４日（土） 

   ２５日（日） 

   ２９日（木祝） 

高体連 市立函館 M 市立函館 

函館大妻 

高専 

七飯 

函館大谷 

高校総体 

支部予選会 

 ５月２１日（金） 

   ２２日（土） 

   ２３日（日） 

全道（6/17～6/20 旭川） 

高体連 函館西 M 北斗市総体（函西） 

 函館水産 

 函館商業 

 函館大谷 

大会名（共催） 日 程 主催 当番校 会場校 

秋季大会 

選手権大会 

 ９月１６日（木）アリーナ 

   １７日（金）アリーナ 

   １９日（日）函大 

※延期  

１０月４（月）５日（火） 

代表校決定戦を実施 

全道（11/5～11/7 札幌） 

道協会 

高体連 

函館ﾗ･ｻｰﾙ 

（柏稜） 

M 函館アリーナ（ﾗ･ｻｰﾙ） 

M 函館大学（柏稜） 

 函館中部 

 函館大谷 

大会（協会） 日 程 主 催 主管校 会場校 

新人予選リーグ 

※冬季大会廃止 

10 月 2 日（土）～11 月 28 日

（日）までに実施すること。 

※秋季大会延期に伴い今年度

は中止 

道協会 専門部及び 

各リーグ主

幹校 

 

新人大会 

地区予選会 

１２月１２日（日） 

   １８日（土） 

   １９日（日） 

全道（2/11～2/13 苫小牧） 

道協会 函館白百合 M 函大付有斗 

 函館白百合 

 函館工業 

 函館大谷 

２ 函館支部・地区大会結果報告 

大 会 名 １位 ２位 ３位 

高校春季大会 男 函館大谷高校 函大付有斗高校 函館ラ・サール高校 函館中部高校 

女 遺愛女子高校 函館中部高校 函大付柏稜高校 函館大妻高校 

高校総体地区予選会 男 函大付有斗高校 函館工業高校 函館ラ・サール高校 函館水産高校 

女 函館中部高校 遺愛女子高校 函館大妻高校 函大付柏稜高校 

高校秋季大会 

選手権大会支部予選会 

男 第１代表 

函大付有斗高校 

第２代表 

函館ラ・サール高校 

 

函館大谷高校 

 

函館工業高校 

女 第１代表 

函大付柏稜高校 

第２代表 

遺愛女子高校 

 

函館中部高校 

 

函館大妻高校 

新人予選リーグ 

※中止 

男     

女     

新人大会地区予選会 男 函大付有斗高校 函館工業高校 函館中部高校 函館ラ・サール高校 

女 函館中部高校 遺愛女子高校 函大付柏稜高校 函館大妻高校 

令和３年度Ｕ１８部会事業報告
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函館地区バスケットボール協会　社会人部会

２０２１事業報告

（１）登録関係

（２）競技関係 各施設使用許可書の提出など（コロナにより、中止や使用取り消しの対応）

（３）その他 各チームへの諸連絡・事業・その他各種会計予算・報告書作成、提出業務

社会人　春季バスケットボール大会 森町民体育館 コロナにより中止

社会人　リーグバスケットボール大会 各市内近郊体育館 コロナにより中止

社会人　道南選手権バスケットボール大会 森町民体育館 コロナ及び選挙により中止

（１）各地区大会審判割当の作成及び発送 ・コロナにより各大会中止

（２）地区無資格者講習会の実施 ・座学はeラーニング

（３）帯同審判の管理 ・コロナにより各大会中止

（１）国体選抜選手の選出 ・特になし

（２）道南選手権大会ベスト５の選考、表彰の実施 ・大会中止により選考者なし

（３）年間優秀選手の選考、表彰の実施 ・大会中止により選考者なし

（１）大会結果のとりまとめ、結果表の作成 ・コロナにより各大会中止

（２）大会の案内・組み合わせ・結果の送付（報道機関） ・コロナにより各大会中止

（３）社会人部会ＨＰアップロード ・コロナにより各大会中止

（４）各大会スコアシートの保管 ・コロナにより各大会中止

（５）写真使用同意書の提出依頼・保管 ・コロナにより各大会中止

総 務 委 員 会

広 報 委 員 会

各チームへの登録作業の依頼、協力（コロナ過であった為、道大会へ出場希望チームのみ対応）

大　　会　　名 開催場所 開催日

強 化 普 及 委 員 会

審 判 委 員 会

競 技 委 員 会

令和３年度社会人部会事業報告
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