
 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年度 神奈川県バスケットボール協会 

U-12 部会横浜南部支部 総会 

 

 

                       日時：２０１９年４月１３日（土） 

受付：１３：００  開始：１３：３０～ 

 

 

会場：能見台地区センター 



　総会

　春季大会抽選会

①　春季大会

　5月 6日（日） 男子女子予選リーグ 磯子、杉田、野庭すずかけ小学校

　5月12日（土） 男子女子予選リーグ、決勝トーナメント１回戦 石川、文庫小学校 優勝 準優勝 ３位

　5月13日（日） 男子女子決勝トーナメント１回戦、交流戦 南スポーツセンター 女子 別所 ソサエティJr. 石川

　5月19日（土） 女子決勝トーナメント２回戦、女子準決勝 能見台小学校 男子 六ッ川 別所 藤の木

　5月20日（日） 男子決勝トーナメント２回戦、女子決勝及び第３位決定戦 石川小学校 （※　上記3チームが市大会出場）

　6月 3日（日） 男子準決勝、決勝及び第３位決定戦 下永谷小学校

秋季大会抽選会

②　秋季大会

　8月25日（土） 男子女子予選リーグ 八景、洋光台第二小学校 優勝 準優勝 ３位

　8月26日（日） 男子女子予選リーグ 石川、磯子、杉田小学校 女子 別所 ソサエティJr. 横浜５Ａ

　9月 1日（土） 男子決勝トーナメント１回戦 下野庭小学校 男子 六ッ川 藤の木 別所

　9月 2日（日） 男子女子決勝トーナメント１、２回戦 藤の木、六浦南小学校

男子準決勝及び順位決定戦

　9月 8日（土） 女子決勝トーナメント２回戦、準決勝及び順位決定戦 別所小学校

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

男子順位決定戦

　9月16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

③　第３９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11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）石川、サンライズ、汐見台、藤の木、別所、横浜５Ａ

　11月18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

【フレンド】

（女子）ソサエティJr.、屏風浦

（男子）富岡、並木、野庭

冬季大会、新人戦抽選会

④　冬季大会（谷亀杯） 優勝 準優勝 ３位

　1月27日（日） 男子女子トーナメント１、２回戦 石川、杉田小学校 ソサエティJr.

　2月 2日（土） 女子トーナメント２回戦 藤の木小学校 別所

　2月 3日（日） 男子女子トーナメント２回戦、女子準々決勝 石川、磯子小学校 六浦南

　2月10日（日） 男子準々決勝 六浦南小学校 横浜５A

　2月11日（月祝） 男子女子準決勝、決勝 小田小学校

⑤　新人戦（ファルコンカップ）

　2月 9日（土） 男子女子予選リーグ 磯子スポーツセンター 優勝 準優勝 ３位

　2月16日（土） 男子女子予選リーグ 女子 石川 別所 汐見台

　2月17日（日） 男子女子予選リーグ 石川、磯子小学校 男子 富岡 六浦南 磯子

　2月23日（土） 女子決勝トーナメント１、２回戦 並木第一、洋光台第二小学校

　2月24日（日） 男子決勝トーナメント１、２回戦 石川、磯子小学校

　3月 2日（土） 男子女子準決勝、決勝及び第３位決定戦 磯子スポーツセンター

4月 1日（日）

7月 7日（土）

【チャレンジ】

石川、六浦南小学校

石川、磯子小学校 （男子）藤の木、別所、六浦南、六ッ川、横浜５Ａ

結　果

２０１８年度 神奈川県バスケットボール協会　Ｕ－１２部会　横浜南部支部

競技委員会活動報告

並木第一小学校

12月 1日（土）

女子 横浜５Ａ 石川

男子 六ッ川 別所



２０１８年度 神奈川県バスケットボール協会 Ｕ－１２部会 横浜南部支部 

審判委員会活動報告 

 

１ 審判研修会 

 

４月１４日(土)     春季審判研修会(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１５日(日)     ①TO・TC研修会(南部連盟主催) 

            小田小学校 器具の説明、実践形式での実習 

             

②希望者研修会(南部連盟主催) 

小田小学校 基本的な動き・ルールの確認 

 

４月下旬～５月下旬   春季南部ブロック大会研修会：各会場 

公式戦を活用した実技研修 

 

 ６月３日(日)      公認審判員およびブロック連盟推薦者：戸塚小学校 

             「トレイル、リードの動き・役割の確認」 

 

６月下旬～７月中旬   県選抜選手練習会を使用しての実践研修会：各小学校 

             「練習ゲームを使用しての実践研修」 

 

８月１８日(土)     各ブロック連盟地区強化審判員対象：一本松小学校 

            「強化試合を使用しての実技研修」 

 

８月下旬～９月下旬   秋季南部ブロック大会審判研修会：各会場 

公式戦を活用した実技研修 

 

 ９月１７日(祝月)    公認審判員およびブロック連盟推薦者：戸塚小学校 

             「プレイの予測、対応、修正」 

 

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研修：各会場 

             公式戦を活用しての実践講習 

 

１１月１８日(日)    公認審判員およびブロック連盟推薦者：戸塚地区センター 

             ビデオ研修会「判定の共通理解」 

 

１１月下旬       県決勝大会市予選を使用しての実技研修：各会場 

 

1月上旬～下旬 冬季南部ブロック大会審判研修：各会場 

             公式戦を活用した実技研修 

 

 

２ 新規公認審判員 

B級審判員 久代 真紀(六浦南) 

D級審判員 大松 英晃(汐見台) 

以上２名 



２０１８年度 神奈川県バスケットボール協会 Ｕ－１２部会 横浜南部支部 

技術委員会活動報告 

日 程 活動内容 

6月 10日（日） 
神奈川県地区交歓大会南部選抜選手選考会  

《南スポーツセンター》     17時 30分～20時 30分 

6月 24日（日） 
神奈川県地区交歓大会選抜選手練習会 男女 各 12名参加 

《南スポーツセンター》     17時 30分～20時 30分  

7月 7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 男女各 12名参加 

《瀬谷スポーツーツセンター》  

男子 9時 00分～12時 30分  女子 12時 30分～16時 00分  

8月 6日（月） 
神奈川県地区交歓大会南部選抜選手 練習会 女子 12名参加 

《梅林小学校》          18時 00分～20時 00分 

8月 9日（木） 
神奈川県地区交歓大会南部選抜選手練習会 男子 12名参加 

《六ッ川台小学校》       17時 45分～19時 45分 

8月 11日（土） 

神奈川県ミニバスケットボール地区選抜交歓大会 《平塚サン・ライフアリーナ》 

男子 成績 男子 Ⅾブロック 2位 

女子 成績 女子 Ⅾブロック 3位 

9月 15日（土） 
南部連盟キッズ大会   3年生以下男女 160名参加 

《南スポーツセンター》    9時 00分～13時 00分 

9月 30日（日） 横浜フェスティバル南部選抜選手選考会議  

10月７日（日） 横浜フェスティバル南部選抜選手選考会議  

12月 2日（日） 
横浜フェスティバル南部選抜選手練習会 男女各 15名参加 

《南スポーツセンター》    17時 30分～20時 30分 

12月 9日（日） 

横浜フェスティバル南部選抜選手練習会   

男子 《芹が谷小学校》   17時 00分～20時 00分 

女子 《藤の木小学校》   17時 30分～20時 30分 

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

《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大会 

参加チーム；永田台・さわの里ソサエティＪｒ・西柴・横浜ファィブエース合同チーム 

結果 3位リーグ 優勝 

 



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

〔①～④は朝日新聞社・神奈川新聞社・読売新聞社へ依頼〕

①　２０１８年　５月　春季大会結果

②　２０１８年　９月　秋季大会結果　

③　２０１９年　１月　冬季大会（谷亀杯）結果

④　２０１９年　２月　新人戦（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・競技規則等）

②　審判研修会、TO研修会の掲載

③  神奈川県交歓大会・地区選抜選考会の掲載

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/

２０１８年度 神奈川県バスケットボール協会　Ｕ－１２部会　横浜南部支部

広報委員会活動報告



競技委員会活動計画（案）

2019年度　競技日程（案）

４月１３日（土） 春季大会抽選会、総会

①　春季大会

　５月　６日（月祝） 一次リーグ

　５月１１日（土）、１２日（日） 一次リーグ

　５月１８日（土）、１９日（日） 一次リーグ

　５月２５日（土）、２６日（日） 一次リーグ

　６月　１日（土）、　２日（日） 一次リーグ

　６月　８日（土）、　９日（日） 二次リーグ

　６月１５日（土）、１６日（日） 二次リーグ

　６月２２日（土）、２３日（日） 二次リーグ

　６月２９日（土）、３０日（日） 二次リーグ

　※予備日　５月５日（日）、７月６日（土）

７月　６日（土） 秋季大会抽選会

➁　秋季大会

　８月３１日（土） トーナメント１回戦、２回戦

　９月　１日（日） トーナメント１回戦、２回戦

　９月  ７日（土） トーナメント２回戦、準々決勝

　９月　８日（日） トーナメント２回戦、準々決勝

　９月１４日（土） 準決勝、決勝、第３位及び５位決定戦

　９月１５日（日） 準決勝、決勝、第３位及び５位決定戦

　※予備日　９月１６日（月祝）

南部ブロック予選抽選会（責任抽選）

③　第４０回神奈川県決勝大会　横浜地区　南部ブロック予選

 　１１月　４日（月祝） 予選

１１月　９日（土） 予選

１１月１０日（日） 予選

１１月１６日（土） 予選

　※予備日　１１月１７日（日）

１２月　７日（土） 冬季大会、新人戦抽選会

④　冬季大会（谷亀杯）

　１月２６日（土） トーナメント１回戦、２回戦

　２月　１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２回戦、準々決勝

　２月　９日（日） 準決勝、決勝及び交流戦

　※予備日　２月８日（土）、１１（火祝）に、新人戦が実施されない場合

⑤　新人戦（ファルコンカップ）

　２月１５日（土） 予選リーグ

　２月１６日（日） 予選リーグ、決勝トーナメント１回戦、２回戦

　２月２２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２３日（日） 決勝トーナメント１回戦、２回戦、準決勝

 　　２月２４日（月祝） 決勝トーナメント２回戦、準決勝

　２月２９日（土） 準決勝、決勝及び第３位決定戦

　※予備日　２月８日（土）、１１日（火祝）に、冬季大会が実施されない場合。３月１日（日）
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２０１９年度 神奈川県バスケットボール協会 Ｕ－１２部会 横浜南部支部 

審判委員会活動計画（案） 

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 

③ 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２０日(土)、基本動作 南ＳＣ 

② TO・TC研修会(南部支部主催) ：４月２１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 夏季審判研修会(南部支部主催) ：８月２４(土)、分解練習 等 南ＳＣ 

⑤ 秋季審判研修会（横浜市主催） ：９月上～下旬、分解練習 等 

⑥ 秋季ブロック大会審判研修会 ：９月下旬、実技研修会 

⑦ 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 

⑧ 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 (４名) 神森 義之(金沢 88) 熊耳 毅(永田台) 増田 義人(金沢 88) 

  久代 真紀(六浦南) 

 C級公認 (３名) 佐藤 昭昌(南部支部) 石井 賢(港南台) 佐藤 隆之(南部支部) 

 D級公認 (７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)  

 大松 英晃(汐見台) 

 

４ ブロック強化審判員 

① C級公認（２名） 

佐藤 昭昌（南部支部） 佐藤 隆之(南部支部) 

② D級公認（３名） 

  望月 康平(桜岡) 菅原 凌(六ッ川) 大松 英晃(汐見台) 

③ 市ミニ連指名強化（５名） 

  阿部 弘之(六ッ川) 山元 康史(洋光台サンライズ) 鈴木 秀忠(別所)      

加藤 雄二(富岡) 谷 康裕(ソサエティＪｒ．) 

※ ①②③の１０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（５名） 

  山崎 良太(桜岡) 一杉 敏之(洋光台サンライズ) 上村 利彦(横浜５Ａ)  

  石田 健(六ッ川) 北見 俊博(桜岡) 

  

５ 審判委員会組織 

副 理 事 長 前田 勉  (南部支部) ：審判委員会統括  

委 員 長   増田 義人 (金沢 88) ：総括、市・県ミニ連盟との連絡調整 

副 委 員 長 熊耳 毅  (永田台) ：市審判員、都合集約、委員長補佐 

副 委 員 長 佐藤 昭昌 (南部支部) ：TO規則、委員長補佐 

委 員     神森 義之 (金沢 88) ：実技指導、強化審判員の育成担当 

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) ：市審判員、企画、研修会 

同       佐藤 隆之 (南部支部) ：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       増田 彩実 (トリニティ)：庶務 

同       菅原 凌  (六ッ川) ：庶務 



4月21日（日） 13時45分～15時45分  マンツーマンコミッショナー南部支部講習会 小田小学校

6月9日（日） 17時00分～20時45分
神奈川県ミニバスケットボール
　　　サマーフェスティバル南部選抜選手選考会

南スポーツセンター第一体育室

6月23日（日） 17時00分～20時45分
神奈川県ミニバスケットボール
　　　サマーフェスティバル南部選抜選手選考会

南スポーツセンター第一体育室

7月
 横浜市各ブロック選抜選手合同練習会
　　　　　　　　南部選抜選手男女各１２名参加

7月下旬　8月初旬
神奈川県ミニバスケットボール
　　　サマーフェスティバル南部選抜選手練習会

8月11日（日）
12日（月祝）

神奈川県ミニバスケットボール
　　　　　　　　　　　　サマーフェスティバル

平塚サン・ライフアリーナ

8月 横浜南部支部キッズ大会

 横浜バスケットボールフェスティバル
　　　　　　　　　　　　南部選抜選手選考会

 横浜バスケットボールフェスティバル
                        南部選抜選手練習会議

12月15日（日）  横浜バスケットボールフェスティバル 横浜文化体育館

2月第2土日　
 静岡県清水町キングフィッシャー
                        選抜招待大会（女子）

場　所

選抜選手選考（決定）後、選抜練習会の同時刻・同場所で6年生の希望者練習会を開催予定

地域・カテゴリー別　　技術講習会・練習会実施予定

２０１９年度 神奈川県バスケットボール協会　Ｕ－１２部会　横浜南部支部

技術委員会活動計画（案）

計画予定
　（日時未定）

10月～11月

日　程 時　間 活動内容



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　２０１９年　５月～６月　支部リーグ戦結果

②　２０１９年　９月　秋季大会結果

③　２０２０年　１月　冬季大会（谷亀杯）結果

④　２０２０年　２月　新人戦（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・競技規則等）

②　審判研修会、TO研修会の掲載

③  神奈川県交歓大会・地区選抜選考会の掲載

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）

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/

２０１９年度 神奈川県バスケットボール協会　Ｕ－１２部会　横浜南部支部

広報委員会活動計画（案）


