
平成３０年度 横浜市南部ミニバスケットボール連盟 総会 

  日時：平成３０年４月１日（日） 

受付：１３：００  開始：１３：３０～ 

会場：能見台地区センター 



平成３０年度 横浜市南部ミニバスケットボール連盟 総会   

 

日時 平成３０年４月１日（日）  １３：００受付 １３：３０～ 

会場 能見台地区センター 

 

《次 第》                          

 

１． 開会の辞  

                             

２． 会長挨拶  

                             

３． 報告事項                           

【議長・書記選出】 

                       

１）平成２９年度活動報告      （読上げ割愛） 

競技・審判・技術・広報      ＊各委員会 一括質疑応答 

 

 

４．  審議事項                       

  １）平成２９年度決算報告・マリンボールカップ決算報告             

          監査報告・マリンボールカップ監査報告               

  

２）平成３０年度活動計画（案）   （読上げ割愛）                   

    競技・審判・技術・総務広報部会  ＊各委員会 一括質疑応答                          

     

  ３）平成３０年度 予算（案） 

 

４）役員紹介（案）       

  

５）その他                                

【議長・書記解任】        

 

５．  連絡事項 

  １）加盟登録について                         

  ２）倫理委員会より                                                  

３）マリンボールカップについて 

４）その他                 

    

６．  閉会の辞                          

 



平成２９年度　活動報告 競技委員会

　総会

　春季大会抽選会

①　春季大会
　5月 6日（土） 男子女子予選リーグ 小坪、並木第四小学校

　5月 7日（日） 男子女子予選リーグ 杉田、浜、六浦南小学校 優勝 準優勝 ３位

　5月13日（土） 女子予選リーグ、男子決勝トーナメント１回戦 並木第一小学校 女子 別所 ソサエティJr. 並木

　5月14日（日） 男子女子決勝トーナメント１、２回戦 男子 汐見台 富岡 永田台

　5月21日（日） 男子女子決勝トーナメント２回戦、準決勝及び順位決定戦 浜小学校 （※　上記3チームが市大会出場）

　6月 3日（土） 男子女子決勝トーナメント２回戦、準決勝及び順位決定戦 八景小学校

　6月 4日（日） 男子女子決勝、第３位及び順位決定戦 浜小学校

秋季大会抽選会

②　第３８回　横浜マリンボールカップ 男子 Bゾーン準優勝 汐見台

　7月30日（日） 男子日 予選敗退 南部選抜

　8月 6日（日） 女子日 女子 Bゾーン準優勝 別所

Cゾーン準優勝 南部選抜

③　秋季大会
　8月26日（土） 男子女子予選リーグ 西柴、八景小学校 優勝 準優勝 ３位

　8月27日（日） 男子女子予選リーグ 石川、桜岡小学校 女子 別所 並木 ソサエティJr.

野庭すずかけ、六浦南小学校 男子 汐見台 富岡 永田台

　9月 2日（土） 男子女子決勝トーナメント１、２回戦 八景、文庫小学校

　9月 3日（日） 男子女子決勝トーナメント１、２回戦 杉田、浜小学校

　9月 9日（土） 男子女子決勝トーナメント２回戦、準決勝及び順位決定戦 並木第一、文庫小学校

　9月10日（日） 男子準決勝、順位決定戦、女子順位決定戦 野庭すずかけ小学校

　9月17日（日） 男子女子決勝、第３位及び順位決定戦 小田小学校

横浜地区大会出場チーム

④　第３８回神奈川県決勝大会　横浜地区　南部ブロック予選 ※下線のあるチームはシード

　11月 5日（日） 男子女子チャレンジカップ、フレンドシップカップ予選 （女子）ソサエティJr.、並木、西柴、別所、六ッ川、横浜５Ａ

　11月12日（日） 男子チャレンジカップ、フレンドシップカップ予選

　　　　 ※汐見台は、横浜地区予選も免除

【フレンド】

（女子）屏風浦、洋光台

（男子）野庭、屏風浦、洋光台

冬季大会、新人戦抽選会

⑤　冬季大会（谷亀杯） 優勝 準優勝 ３位

　1月28日（日） 男子女子トーナメント１回戦、２回戦 磯子、小坪、杉田小学校 ソサエティJr.

　2月 3日（土） 男子女子トーナメント１回戦、２回戦及び準々決勝 芹が谷小学校 西柴

　2月 4日（日） 男子女子準々決勝 浜小学校 富岡

　2月12日（月・祝） 男子女子準決勝、決勝 小田小学校 別所

⑥　新人戦（ファルコンカップ）
　2月11日（日） 男子女子予選リーグ 石川、並木第四小学校 優勝 準優勝 ３位

　2月17日（土） 女子予選リーグ 女子 藤の木 石川 別所

　2月18日（日） 男子女子予選リーグ 磯子、浜、文庫小学校 男子 六ッ川 別所 六浦南

　2月24日（土） 女子予選リーグ 石川、芹が谷、洋光台第三小学校

男子女子決勝トーナメント１回戦

　2月25日（日） 男子女子決勝トーナメント１、２回戦 磯子、芹が谷小学校

　3月 3日（土） 女子決勝トーナメント２回戦 芹が谷小学校

男子準決勝、順位決定戦

　3月 4日（日） 男子女子準決勝、決勝、第３位及び順位決定戦 石川、磯子小学校

横浜市南部ミニバスケットボール連盟

結　果

【チャレンジ】

（男子）桜岡、富岡、永田台、別所、横浜５Ａ

横浜市南部ミニバスケットボール連盟

小坪小学校

7月8日（土）

3月26日（日）

石川、小坪、杉田小学校

八景小学校

永田台

別所

男子 汐見台

女子

12月2日（土）

並木



平成２９年度 横浜市南部ミニバスケットボール連盟審判委員会活動報告 

審判委員会 

 

１ 審判講習会 

 

４月１５日(土)     春季審判講習会(横浜市ミニバスケットボール連盟主催) 

            南 SC 基本的なシグナルの確認 

 

４月１６日(日)     TO・TC講習会(南部連盟主催) 

            小田小学校 器具の説明、実戦形式での実習 

 

４月下旬～５月下旬   春季南部ブロック大会講習会：各会場 

公式戦を活用した実技講習 

 

 ５月２８日(日)     公認審判員およびブロック連盟推薦者：新石川小学校 

             「トレイルの関わり方、リードの関わり方」 

 

６月下旬～７月中旬   県選抜選手練習会を使用しての実践講習：各小学校 

             「練習ゲームを使用しての実践講習」 

 

 ７月１６日(日)     希望者・初心者講習会：山王台小学校 

             基本動作の確認 

 

７月２２日(土)     かもめリーグ大会決勝トーナメント実技講習 

            泉スポーツセンター・西が岡小学校 

 

７月２３日(日)     マリンボールカップ審判講習会：栄ＳＣ 

８月 ６日(日)     マリンボールカップ審判講習会：金沢ＳＣ 

 

８月下旬～９月下旬   秋季南部ブロック大会審判講習会：各会場 

公式戦を活用した実技講習 

 

 ９月１６日(土)     公認審判員およびブロック連盟推薦者：北山田小学校 

             「スクリーンプレイの判定」 

 

９月下旬～１０月上旬  横浜市決勝大会市予選を使用しての実技講習：各会場 

             公式戦を活用しての実践講習 

 

１１月１８日(土)    公認審判員およびブロック連盟推薦者：北山田小学校 

             ビデオ講習会「判定の一貫性」 

 

１１月下旬       県決勝大会市予選を使用しての実技講習：各会場 

 

1月上旬～下旬     冬季南部ブロック大会審判講習会：各会場 

             公式戦を活用した実技講習 

 

２ 新規公認審判員 

B 級審判員    増田 義人(金沢８８) 

D 級審判員    菅原 凌 (六ッ川) 

以上２名 



平成２９年度横浜市南部ミニバスケットボール連盟技術委員会活動報告 

日 程 活動内容 

６月１１日（日） 
マリンボールカップ南部選抜及び県交歓大会選抜選手選考会 男女 

１７時３０分～２０時４５分       ≪会場 南スポーツセンター≫   

６月２５日（日） 
マリンボールカップ南部選抜及び県交歓大会選抜選手練習会 男女 

１７時３０分～２０時４５分       ≪会場 南スポーツセンター≫  

７月 １日（土） 

横浜市各ブロック選抜選手合同練習会 南部選抜選手 男女参加 

女子９時００～１２時３０分 男子１２時３０分～１６時００分  

≪会場 南スポーツセンター≫  

７月 ９日（日） 
マリンボールカップ南部選抜及び県交歓大会選抜選手練習会 男女 

１７時３０分～２０時４５分       ≪会場 南スポーツセンター≫ 

７月１５日（土） 

神奈川県ミニバスケットボール地区選抜交歓大会 ≪小田原アリーナ≫ 

男子成績：南部 勝 ｖｓ 湘南 ／  南部 勝 ｖｓ 北相西  （２勝０負） 

女子成績：南部 勝 ｖｓ 川崎 ／  南部 勝 ｖｓ 北相西  （２勝０負） 

７月２３日（日） 
マリンボールカップ 男子 南部選抜選手 １５名参加 

≪会場 栄スポーツセンター≫ 

８月 １日（火） 
マリンボールカップ 女子 南部選抜選手 練習会   

１８時００分～２０時３０分       ≪会場 上大岡小学校≫     

８月 ６日（日） 
マリンボールカップ 女子 南部選抜選手 １５名参加    

≪会場 金沢スポーツセンター≫ 

８月２６日（土） 
マンツーマンコミッショナー講習会 南部連盟指導者参加 

１７時００分～１８時００分    ≪会場 南スポーツセンター研修室≫  

９月 ２日（土） 

小中高南部地区指導者交流会  

ミニ１７名、中学１５名、高校９名 計４１名参加 

１９時００分～２１時００分        ≪会場 きざみ 上大岡店≫   

９月１６日（土） 
南部キッズ大会  南部連盟 ３年生以下 男女参加 

９時００分～１３時００分        ≪会場 南スポーツセンター≫  

１０月２２日（日） 
横浜フェスティバル南部選抜選手選考会議  

１７時００分～１９時００分      ≪男女共同参画センター横浜南≫  

１０月２４日（火） 
横浜フェスティバル南部選抜選手選考会議  

１９時００分～２１時００分       ≪ロイヤルホスト≫   

１２月 ３日（日） 
横浜フェスティバル南部選抜練習会 男女 各１５名参加 

１７時３０分～２０時１５分       ≪八景小学校≫    

１２月１０日（日） 
横浜市バスケットボールフェスティバル 南部選抜チーム参加男女各１５名 

≪会場 横浜文化体育館≫  

２月１０日（土） 

２月１１日（日） 

静岡県清水町キングフィッシャーカップ選抜招待ミニバスケットボール大会 

参加チーム：別所ミニバス（女子）  

永田台ミニバス、洋光台ミニバス合同チーム（女子） 

 



平成２９年度 横浜市南部ミニバスケットボール連盟 広報委員会活動報告

１　　大会結果新聞掲載

南部連盟主催の大会結果を新聞社へ掲載依頼

〔①～⑤は朝日新聞社・神奈川新聞社・読売新聞社へ依頼〕
〔②日本文化出版へ月刊バスケットボールの掲載依頼〕

①　平成２９年　５月　春季大会結果

②　平成２９年　８月　横浜マリンボールカップ招待大会結果

③　平成２９年　９月　秋季大会結果

④　平成３０年　１月　冬季大会結果

⑤　平成３０年　２月　新人大会ファルコンカップ結果

2　　ホームページ運営

①　各大会情報（大会要項・試合結果・戦評等）

②　審判講習会、TO講習会の掲載

③  横浜マリンボールカップ招待大会・県交歓大会選抜選考会の掲載

④　南部連盟会長のメッセージ【南の風】の掲載

⑤　登録チーム紹介（活動場所、活動日、チーム目標等の掲載）

ホームページアドレス
http://yokohamananbumini.com/



平成３０年度　競技日程（案） 競技委員会

４月１日 （ 日 ） 春季大会抽選会、総会

①　春季大会

　５月　６日 （ 日 ） 予選リーグ

　５月１２日 （ 土 ） 予選リーグ、決勝トーナメント１回戦、２回戦

　５月１３日 （ 日 ） 予選リーグ、決勝トーナメント１回戦、２回戦

　５月１９日 （ 土 ） 決勝トーナメント１回戦、２回戦及び準決勝

　５月２０日 （ 日 ） 決勝トーナメント２回戦、準決勝

　５月２７日 （ 日 ） 決勝トーナメント２回戦、準決勝、決勝及び第３位決定戦

　６月　３日 （ 日 ） 準決勝、決勝及び第３位決定戦

　※予備日　５月２６日（土）、６月２日（土）

　７月　７日 （ 土 ） 秋季大会抽選会

③　秋季大会

　８月２５日 （ 土 ） 予選リーグ

　８月２６日 （ 日 ） 予選リーグ

　９月  １日 （ 土 ） 予選リーグ、決勝トーナメント１回戦、２回戦

　９月　２日 （ 日 ） 決勝トーナメント１回戦、２回戦、準決勝及び５位決定戦

　９月　８日 （ 土 ） 決勝トーナメント１回戦、２回戦、準決勝及び５位決定戦

　９月　９日 （ 日 ） 決勝トーナメント２回戦、準決勝及び５位決定戦

　９月１６日 （ 日 ） 準決勝、決勝、第３位及び５位決定戦

　※予備日　９月１５日（土）、１７日（月祝）

南部ブロック予選抽選会（責任抽選）

④　第３９回神奈川県決勝大会　横浜地区　南部ブロック予選

１１月　３日 （ 土祝 ） 予選

１１月　４日 （ 日 ） 予選

１１月１０日 （ 土 ） 予選

１１月１１日 （ 日 ） 予選

※予備日　１１月１７日（土）、１８日（日）

１２月　１日 （ 土 ） 冬季大会、新人戦抽選会

⑤　冬季大会（谷亀杯）

　１月２７日 （ 日 ） トーナメント１回戦、２回戦

　２月　２日 （ 土 ） トーナメント１回戦、２回戦

　２月　３日 （ 日 ） トーナメント２回戦、準々決勝

　２月１１日 （ 月祝 ） 準決勝、決勝及び交流戦

　※予備日　２月９日（土）、１０（日）に、新人戦が実施されない場合

⑥　新人戦（ファルコンカップ）

　２月１６日 （ 土 ） 予選リーグ

　２月１７日 （ 日 ） 予選リーグ、決勝トーナメント１回戦、２回戦

　２月２３日 （ 土 ） 予選リーグ、決勝トーナメント１回戦、２回戦、準決勝

　２月２４日 （ 日 ） 決勝トーナメント１回戦、２回戦、準決勝

　３月　２日 （ 土 ） 準決勝、決勝及び第３位決定戦

　※予備日　２月９日（土）、１０日（日）に、冬季大会が実施されない場合。３月３日（日）

横浜市南部ミニバスケットボール連盟



平成３０年度 横浜市南部ミニバスケットボール連盟 審判委員会活動計画（案） 

審判委員会 

 

１ 活動目標 

① 帯同審判員の技術・意識向上      ② ルールの確実な伝達・運営 

② テーブルオフィシャルズの技術向上   ④ 公認審判の育成・輩出 

 ⑤ 若手審判員の発掘・育成 

 

２ 研修会計画 

① 春季ブロック審判研修会(横浜市主催) ：４月１４日(土)、基本動作 

② TO・TC 研修会(南部連盟主催) ：４月１５日(日)、器具の説明 等 

③ 春季審判研修会（横浜市主催） ：５月上～下旬、分解練習 等 

④ 春季ブロック大会審判研修会 ：６月上旬、実技研修会  

⑤ 夏季審判研修会(南部連盟主催) ：８月２５日(土)、分解練習 等 

⑥ 秋季審判研修会（横浜市主催） ：９月上～下旬、分解練習 等 

⑦ 秋季ブロック大会審判研修会 ：９月下旬、実技研修会 

⑧ 冬季ブロック大会審判研修会 ：１月下旬～２月中旬、実技研修会 等 

⑨ 希望者・初心者研修会 ：時期未定(年数回程度) 

 

３ 南部連盟所属公認審判員 

B 級公認 (３名)  神森 義之(金沢 88)  熊耳 毅(永田台)  増田 義人(金沢 88) 

C 級公認 (３名)  佐藤 昭昌(洋光台)  石井 賢(港南台)  久代 真紀(六浦南) 

D 級公認 (６名)  増田 修(トリニティ)  田辺 泰之(石川)  岩根 淳一(六ッ川)  

望月 康平(桜岡)  石田 友彦(別所)  菅原 凌(六ッ川) 

 

４ ブロック強化審判員 

① C 級公認（３名）佐藤 昭昌（洋光台） 石井 賢 (港南台) 久代 真紀(六浦南) 

② D 級公認（３名）岩根 淳一 (六ッ川)  望月 康平 (桜岡)  菅原 凌 (六ッ川) 

  

③ 市ミニ連指名強化（２名） 

 堀越 智行 (磯子)  大松 英晃 (汐見台) 

※ ①②③の８名は、横浜市ミニバスケットボール連盟審判委員会に推薦します。 

④ ブロック内強化（６名） 

 大原 翼  (並木) 上村 利彦 (横浜 5A) 山崎 良太（桜岡） 

 鈴木 秀忠 (別所) 一杉 敏之（ｻﾝﾗｲｽﾞ） 加藤 雄二（富岡） 
 

５ 審判委員会組織 

副 理 事 長 前田 勉 (南部連盟) ：審判委員会統括  

委 員 長 増田 義人 (金沢 88) ：市審判副委員長、総括 

市・県ミニ連盟との連絡調整 

副 委 員 長 熊耳 毅 (永田台) ：市審判副委員長、都合集約、委員長補佐 

副 委 員 長 佐藤 昭昌 (洋光台) ：TO規則、委員長補佐 

委 員 神森 義之 (金沢 88) ：実技指導、委員長補佐 

同 増田 修 (トリニティ) ：企画、研修会 

同 松元 浩二 (永田台) ：企画、研修会 

同 久代 真紀 (六浦南) ：企画、研修会 

同 望月 康平 (桜岡) ：企画、研修会 

同 阿部 弘之 (六ッ川) ：庶務 

同 大原 翼 (並木) ：庶務 

同 増田 彩実 (トリニティ) ：庶務 

同 菅原 凌 (六ッ川) ：庶務 



平成３０年度南部ミニバスケットボール連盟技術委員会活動計画（案） 
 

日 程 活動内容 

６月１０日（日） 
神奈川県地区交歓大会選抜選手選考会  

男女 １７時３０分～２０時３０分 ≪会場 南スポーツセンター≫ 

６月２４日（日） 
神奈川県地区交歓大会選抜選手 練習会  

 男女 １７時３０分～２０時３０分 ≪会場 南スポーツセンター≫ 

７月７日 （土） 
横浜市各ブロック選抜選手合同練習会  県交歓大会選抜選手  

        男女各１２名参加     ≪会場 瀬谷スポーツセンター≫  

７月下旬 
神奈川県地区交歓大会選抜選手練習会  男女各１２名 

                        ≪会場 未定≫ 

８月１１日（土） 
神奈川県地区交歓大会  南部選抜選手 男女各１２名参加 

                        ≪会場 ひらつか・サンライフアリーナ≫ 

９月１５日（土） 
南部連盟ミクロ・キッズ大会 

  ９時００分～１３時００分       ≪会場 南スポーツセンター≫ 

１０月中旬 横浜バスケットボールフェスティバル選抜選手選考会議   

１２月初旬 
横浜バスケットボールフェスティバル選抜選手練習会 

 ≪男女 会場未定≫ 

１２月２３日（日） 
横浜市バスケットボールフェスティバル南部選抜選手 男女各１５名参加    

≪会場 横浜文化体育館≫  

２月中旬 
静岡県清水町キングフィッシャーカップ選抜招待ミニバスケットボール大会 

推薦派遣  女子２チーム参加 

                           



平成３０年度 横浜市南部ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟 総務委員会広報部活動計画（案）

１　　大会結果新聞掲載

南部連盟主催の大会結果を新聞社へ掲載依頼し、連盟のPR活動
及びミニバスケットボールの普及発展に寄与する。

〔①～④は朝日新聞社・神奈川新聞社・読売新聞社へ依頼〕

①　平成３０年　５月　春季大会結果

②　平成３０年　９月　秋季大会結果

③　平成３１年　１月　冬季大会結果

④　平成３１年　２月　新人大会ファルコンカップ結果

2　　ホームページ運営

①　各大会情報（大会要項・試合結果・戦評等）

②　審判講習会、TO講習会の掲載

③　南部連盟会長のメッセージ【南の風】の掲載

④　登録チーム紹介（活動場所、活動日、チーム目標等の掲載）

連盟チームの指導者、保護者の利便性の向上を図り
内容の充実した情報提供を行なう。

ホームページアドレス
http://yokohamananbumini.com/



2018年3月18日 

県内各地区ミニバスケットボール関係者様 

神奈川県ミニバスケットボール連盟 

理事長 鵜飼数夫 

 

来年度（2018年度）よりの加盟登録規程等の改定について【ダイジェスト版】 

 

 日頃より、本連盟の活動にご理解・ご支援いただき、心より御礼申し上げます。 

年度末を迎え、各地区におかれましては、新年度の準備に奔走されていることと推察いたします。ご存じ

の通り、来年度（2018年度）より、公益財団法人日本バスケットボール協会（＝JBA）のガバナンス新体制

へ移行することになり、本連盟も、一般社団法人神奈川県バスケットボール協会U-12部会として一体化・併

走していくことになります。それに伴い、組織改編、諸規定の改定等が行われます。詳細は、4月8日開催

の総会にてご説明いたしますが、特に重要な加盟登録規程の改定について先行してお知らせいたします。 

つきましては、ダイジェスト版を配信いたしますので、県総会以前に各地区での周知をお願いいたします。 

 

★加盟登録規程の見直し 

 チーム加盟は全て認めるが、その登録タイプを区分し、大会参加規程で整理する。 

 Ⅰ種登録 主体校を中心とした近隣校の選手で編成されたチーム（現行の登録規程通り） 

 Ⅱ種登録 Ⅰ種以外のチーム編成（Ⅰ種に遠隔地の選手が加わったチーム編成、もしくは、 

主体校をもたずに広域にわたって選手が加入したチーム編成） 

☆ただし、原則として、他都道府県在住の選手登録は認めない。 

 

★移籍に関する規程は、現行通り。但し、Ⅰ種登録に対する特例審査は行う。 

 

★大会エントリー規程見直し 

大会名 エントリー資格 

地域リーグ戦  Ⅰ種、Ⅱ種 

県秋季大会 Ⅰ種およびE1級以上ライセンス所持 

県決勝大会チャレンジカップ（含地区予選） Ⅰ種およびD級以上ライセンス所持 

県決勝大会フレンドシップカップ（含地区予選） Ⅰ種、Ⅱ種 

各地区キッズ交歓大会 Ⅰ種、Ⅱ種 

県選抜交歓大会 各地区（12地区）の登録選手の中から選抜された選手 

各地区独自の大会 各地区の規準による 

※各大会における地区比例代表数は、大会エントリーチーム数を母数として算出する。 

※10人未満のチームにも大会エントリー権は与える。但し、県大会への推薦はされない。 

※地域リーグ戦および各地区大会におけるローカルルールの適用を認める。 



（会）承認 （理）承認 

横浜市南部ミニバスケットボール連盟会長 殿 

横浜市南部ミニバスケットボール連盟（Ⅰ種・Ⅱ種） 
加盟届

この度、横浜市南部ミニバスケットボール連盟に加盟いたしたく、所定事項を添えて申請します。 

なお、加盟承認のうえは、横浜市南部ミニバスケットボール連盟規約およびその他の規則を遵守し、安全対策に万全を 

期して、ミニバスケットボールの健全な発展に寄与することを誓約します。 

申請団体名 チーム代表者氏名（保護者会代表者） ㊞ 

１．チーム関係者について（※本紙により得られた情報は、本連盟活動目的にのみ使用し、他への遺漏などがないように管理に努めます。） 

1) チーム代表者（保護者会代表）住所

〒 －

2)連絡責任者住所・氏名（チーム代表者と同じ場合は記載不要）

氏名

〒 －

3)代表指導者住所・氏名

氏名

〒 －

２．チームについて 

・設立年月日：平成 年 月 日 

・団体保険加入日（または加入予定日）：平成 年 月 日 

・主体校（設立時に主となる活動場所）※主体校とは神奈川県ミニバスケットボール連盟加盟登録規定による

（                ）

・活動状況（活動している曜日に○をして、練習場所もご記入ください）

曜 日 練習場所  曜 日 練習場所 

月 （   ） 

火 （   ） 

水 （   ） 

木 （   ） 

金 （ ） 

土 （   ） 

日 （   ） 

・活動場所は公式の試合に使用ができ、提供が可能ですか？ できる  できない 

（どちらかに○） 

平成 年 月 日 

☎ （ ）

携帯 phone － － 

携帯mail ＠ 

PCmail ＠ 

☎ （ ）

携帯 phone － － 

携帯mail ＠ 

PCmail ＠ 

☎ （ ）

携帯 phone － － 

携帯mail ＠ 

PCmail ＠ 



横浜市南部ミニバスケットボール連盟規約 

     

 

第１章 名 称 

（名称と事務所） 

第１条 本会は、横浜市南部ミニバスケットボール連盟と称し、事務所を理事長所在のと

ころに置く。 

 

第２章 目 的 

（目的） 

第２条 本会は、横浜市南部地区（南区、磯子区、港南区、金沢区）のミニバスケットボ

ール競技を統括し、代表する団体としてミニバスケットボールの普及発展と青少

年の健全な心身の育成を目的とするとともに加盟チーム間の親睦をはかる。  

 

 

第３章 組 織 

（組織） 

第３条 本会は、平成 16 年 4 月 1 日の設立以降に登録された横浜市南部地区（南区、磯

子区、港南区、金沢区）のミニバスケットボールチームをもって組織する。 

   

 

第４章 事 業 

（事業） 

第４条 本会は、第２条の目的を達成するために次の事業を行う。    

 １．各種競技会及び交歓大会    

 ２．各種講習会    

 ３．指導普及ならびに啓発に関すること    

 ４．その他目的達成に必要と認めた事業    

 ５．定期総会    

 ６．臨時総会    

 ７．常任理事会 

８．理事会 

９．役員会 

１０．委員会 

          

 



第５章 役 員 

（役員の種別及び定数） 

第５条 本会は、下記の役員を置く。    

 １．会長  １名  

 ２．副会長  若干名  

 ３．顧問  若干名  

 ４．理事長  １名  

 ５．副理事長  若干名  

    ６．代表  1 名 

 ７．常任理事  若干名 

 ８．理事  若干名 

 ９．委員  若干名  

 １０．会計監査  若干名  

 １１．保護者会代表 若干名  

 

（職務と選出方法） 

第６条 本会の役員は次の選出方法で選出され、次の職務を行う。    

 （会長･副会長）常任理事会の推薦によって決定する。会長は、本連盟を代表する。 

副会長は、会長を補佐し、事故あるときは、その職務を代行する。 

（理事長）常任理事会において常任理事の中から選出し、会長が委嘱する。 

理事長は、本連盟のすべての業務を掌握する。 

（副理事長）常任理事の中より会長が推薦し、理事会の承認により会長が委嘱する。 

副理事長は、理事長を補佐し、事故あるときは、その職務を代行する。 

（常任理事・理事）常任理事は理事の中より理事長が推薦し理事会の承認をうける。 

理事は会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事の原案をもとに、

理事会の承認の承認を受ける。 

常任理事・理事は本会活動の為の会務を審議処理し、各委員会を分掌

し執行する。 

（委員）委員は会務を審議処理し、各委員会の中で分掌し執行する。 

（顧問）常任理事会の推薦により会長が委嘱し、本連盟の重要事項の相談に寄与する。 

 

※各委員会とは、総務、競技、審判、技術、広報、財務をいう。また、必要に応じ渉外部

門を設ける。    

「総務」は、本会活動の記録等の保管をするとともに事業推進などの庶務や通信

連絡などの事務を行なう。 

「競技」は、本会主催の大会を企画・運営する。 

「審判」は審判技術等の向上の為、ルール伝達などの業務を行なう。 



「広報」は、新聞社など報道機関への連絡業務を行なう。また、ホームページの

保守・運営を行う。 

「技術」は、技術の向上の為、各種技術講習会の開催を行う。また、選抜選手選

考や、それに係る選抜チームにおける指揮・責任者等を担う。 

「財務」は、本会の会計業務を行う。 

 

（任期）       

第７条 本会役員の任期は２年とし、保護者会代表の任期は 1 年とする。  

 但し、再任は妨げない。    

 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現

任者の任期の残存期間とする。 

役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を

行わなければならない。 

 

 

第６章 指導者 

（指導者） 

第８条   指導者は、スポーツ指導、健康づくり並びに青少年健全育成に熱意を有するもの

とする。 

指導者が、本団体の理念に反する行為等があった場合は、理事会の議決を持って 

そのチーム及び指導者に除名及び一定期間の指導停止期間などを設ける場合がある。 

指導者は本団体の指導者コンプライアンスの内容を熟知し、理解したとみなす。 

 

 

第７章 会 議 

（会議） 

第９条 本会の会議は、総会及び常任理事会、理事会、役員会、各種委員会とし、総会は

会長が招集し、理事会、常任理事会は理事長が招集する。 

    

（総会）    

第１０条 総会は、本会の最高議決機関とし次の通りとする。 

総会は、本会役員と加盟チームの代表者によって構成される。 

定期総会は年度始めに開催し、原則的に県・市の総会を受けて行う。 

総会は、2 分の 1 以上の出席（委任状を含む）により成立し、その議決は、出席者

の過半数の決議によって議決される。可否同数の時は、議長の決するところによる。 

 

 



総会は次の事項を報告、及び審議を行う。 

・予算、決算に関すること 

・事業計画に関すること 

・登録に関すること 

・その他重要事項 

 

臨時総会は構成員の 3 分の 1 以上の署名による要求、または理事会が必要と認

めた場合、会長が招集する。 

 

（常任理事会・理事会） 

第１１条 常任理事会は必要に応じて開催し、前条の事項について企画立案する。 

理事会は、必要に応じて開催し、重要事項について審議する。理事会で決定すべ

き事項についても、必要に応じて常任理事会で決済することができる。但し理事

会において事後承認を得る。 

  

（役員会） 

第１２条  役員会は、第５章、第５条に定める役員で構成し、定例役員会は年３回開催する。

その他、必要に応じて開催し、次の事項を協議し決定する。 

（1） 事業、予算の執行に関すること。 

（2） 事業報告書、決算報告書に関すること。 

（3） 事業計画案、予算案の作成に関すること。 

（4） 委員会に関すること。 

（5） その他必要と認められたこと。 

役員会は、会長が招集する。 

役員会は、構成員の過半数の出席（委任状を含む）をもって成立とする。 

役員会の決議は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、 

議長の決するところによる。 

 

（委員会） 

第１３条 委員会は常任理事が必要に応じて開催し、委員会の職務に対し、重要事項につ

いて審議する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第８章 会 計 

（資金） 

第１４条 本会の経費は、登録金、大会参加費、各種補助金、協賛金等の収入をもって、これ

に当てる。 

 

（資金管理と承認） 

第１５条 本会の資金は、財務が管理し、理事会の決定及び会長の指示により執行する。 

本会の予算案は財務が作成し、総会の承認を得なければならない。 

決算報告書は財務が作成し、会計監査員の監査のもとに総会の承認を得なければならない。 

（会計年度） 

第１６条 本会の会計年度は、毎年４月１日より翌３月３１日までとする。 

 

 

第９章 登 録 

（登録資格と手続き等） 

第１７条 本会に加盟する団体は、本会の主旨を尊重し、次の条件を満たした団体とする。 

所定の登録申請書を定期総会の日に提出する。ただし、年度途中の場合は理事会

の承認で代行できる。 

なお、次の申請事項を満たしていること。 

  ①団体の名称 

  ②保護者会代表者の氏名 

  ③団体責任者の氏名、住所 

  ④指導者の氏名、住所 

  ⑤登録会員の氏名、学年 

  ⑥団体保険に加入していること 

⑦主たる活動場所 

 

（登録手続き等） 

第１８条 本会に新規登録する者は新規用の所定の登録申請書により登録手続きを行なう。 

なお、継続する者は所定の登録用紙を定期総会時に提出した段階で登録とみなす。

また、連盟登録チ－ムは、理事会で決定した年間登録金を納入しなければならない。 

 

（登録資格の喪失） 

第１９条 本会の加盟団体で、次の場合はその資格を失う。 

 １．登録有効期間（定期総会）を過ぎても更新手続きを取らなかったとき。 

 ２．登録団体から脱退の申請があり、理事会でこれを認めたとき。  

 ３．上記２．については、理事会において協議し、総会において議決する。  

 ４．除名されたとき。 

 

 



（除名） 

第２０条 本会の加盟団体が次の各号に該当するに至ったときは、理事会の議決により、

これを除名することができる。この場合、その加盟団体に対し、議決の前に弁

明の機会を与えなければならない。 

（1） 法令、規約に違反したとき。 

（2） 本団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。また、 

登録団体内の和を乱す行為をしたとき。（搬出金品の不返還） 

 

（拠出金品の不返還） 

第２１条  既納の年間登録費、大会参加費、及びその他の拠出金品は、返還しない。 

 

 

第１０章  規約改正 

（規約改正） 

第２２条 本会会則は、理事会の決定により発議し、総会において出席会員の２/３以上の

承認を得て成立する。 

 

 

第１１章 守秘義務 

（守秘義務） 

第２３条  本会の活動を通して知り得た個人情報の扱いには、十分配慮し、第三者へ情報

漏えい等が無いよう、守秘を厳守するものとする。 

 

第１２章 細則 

（登録団体への選手登録について） 

第２４条 選手登録に関するルール、守るべきモラルについては、神奈川県ミニバスケッ

トボール連盟加盟登録規定に準ずる。 

第１３章 附 則 

第２５条 本規約は、平成２５年４月１日より発効する。    

     

第２６条 ミニバスケットボールの対象者は 12 歳以下の小学生とする。   

     

第２７条 本団体会主催の事業において事故がおきた場合、救急処置はするが当会では、

責任は取らない。    

     

第２８条 この規約を実行するために必要な細則は、別に定める事ができる。   

 

第２９条 この団体の役員は、第５章 第５条及び第７条の規定にかかわらず、別紙役員名

簿のとおりとする。 
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