
 

2020 年 7 月 13 日  

 

公益財団法人日本バスケットボール協会  

2020 年度 (7‐6 月期) 第 1 回理事会 報告 
 

日時：2020 年 7 月 13 日（月） 13:30～15:30 

会場：－ (WEB 会議) 

 

 

【報告内容】 

1.  各種委員会の委員選任について  

2.   8 月開催 日本代表イベントの実施について  

3.  競技会委員会「2021 年度の JBA 主催競技会（第 23 回 W リーグ）」について  

4.  その他、報告事項 

以上  

  



 

1. 各種委員会の委員選任について  

 

定款および基本規程に基づき、2018～2019年度の各種委員会委員の任期満了に伴う規律委

員会、専門委員会、大会実施委員会、特別委員会の委員選任について承認された。  

 

＜承認内容＞  

・ 規律委員会、専門委員会、大会実施委員会および特別委員会の委員選任  

【任期】  選任日～2021 年 9 月の定時評議員会終結時  

 

※委員一覧は別紙 (次ページ ) 

 

＜その他特記事項＞  

・ 「定款」「基本規定」については、JBA 公式サイト内の「各種規定」にてご確認ください。  

 【JBA 公式サイト  URL】  http://www.japanbasketball.jp/jba/kitei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.japanbasketball.jp/jba/kitei


 

■各種委員会委員構成  

役職 メンバー構成案 新任/留任 備考

委員 伊藤鉄男（弁護士、元最高検察庁次長） 留任 6/28選任済

委員 合田雄治郎（弁護士） 留任 6/28選任済

委員 渡邉健太郎（弁護士） 留任 6/28選任済

委員長 中川紘平（弁護士） 留任 6/28選任済

委員 森崎秀昭（弁護士） 新任

委員 佐藤隆是（東京都協会） 留任

委員 石坂雅彦（JBA） 新任

委員長 浜武恭生（JBA） 新任 6/28選任済

委員 町並美保（税理士） 留任

委員 盛寿成（税理士） 留任

委員 佐々木誠（税理士） 留任

委員 金濱豊三（BCP） 新任

委員長 岸郁子（弁護士） 留任 6/28選任済

委員 石田恵美（弁護士） 留任

委員 紙尾浩道（弁護士） 留任

委員 中村彰久（JBA） 新任

委員長 囊田裕司（JBA理事） 新任 6/28選任済

委員 中村彰久（JBA） 留任

委員 渡貫大志（JBA） 留任

委員 川島健太（JBA） 留任

委員長 宇田川貴生（JBA） 留任 6/28選任済

委員 鈴木淳（JBA指導者養成） 留任

委員 山本明（JBA育成） 留任

委員 黒田祐（BLG育成） 新任

委員 七川竜寛（JBA代表） 留任

委員 数野真吾（BLG競技運営） 留任

委員 長崎俊也（Wリーグ事業部） 留任

委員 増田匡彦（BMKPR部門） 新任

委員 藤原修（岩手県協会専務理事） 留任

委員 近藤剛夫（鳥取県協会専務理事） 新任

委員 大神雄子（トヨタAC） 留任

委員 島沢優子（ジャーナリスト） 新任

委員長 宇田川貴生（JBA） 留任 6/28選任済

委員 上田篤拓（テクニカル部会長） 留任

委員 前田喜庸（インストラクター部会長） 留任

委員 伊藤恒（トップリーグ強化部会長兼女性分科会） 新任

委員 小澤勤（育成部会長） 留任

委員 佐藤誠（普及部会長） 留任

委員 伊藤亮介（3x3部会長） 留任

委員 福岡敏徳（ブロック長代表） 新任

委員 数野真吾（BLG競技運営） 留任

委員 長崎俊也（Wリーグ事業部） 留任

委員長 東野智弥（JBA/男子強化部会長） 留任 6/28選任済

委員 清野英二（Wトヨタ自動車/女子強化部会長） 留任

委員 囊田裕司（JBA理事/洛南高校/男子UC部会長） 留任

委員 池端直樹（千葉経済大附属高校/女子UC部会長） 留任

委員 金澤篤志（JBA/3x3部会長） 留任

副委員長 山本明（JBA/ユース育成部会） 留任

委員 鈴木淳（JBA/指導者養成部会長） 留任

委員 佐藤晃一（JBA/SP部会長） 留任

委員 前田浩行（JBA/テクニカルハウス部会長） 留任

委員 陸川章（東海大学/U22男子チームリーダー） 留任

委員 佐藤智信（白鷗大学/U22女子チームリーダー） 新任

委員 宇田川貴生（JBA/審判Gr） 留任

委員 川島健太（JBA/国際Gr） 留任

委員 守屋志保（江戸川大学/有識者） 新任

委員 鈴木良和（エルトラック/有識者） 新任

委員 倉石平（早稲田大学/有識者） 留任

委員 吉田健司（筑波大学/有識者） 留任

副委員長 高橋雅弘（W ENEOS/有識者） 留任

委員 井上雅史（JBA/代表強化Gr GM) 留任

ﾃｸﾆｶﾙｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ 恩塚亨（東京医療保健大学） 留任

委員会

裁定委員会

規律委員会

専門委員会

財務委員会

法務委員会

競技会委員会

インテグリティ委員会

審判委員会

技術委員会

 

 

 

 



 

役職 メンバー構成案 新任/留任 備考

委員長 森淳（医学博士） 留任 6/28選任済

委員 金勝乾 留任

委員 中山修一 留任

委員 武田秀樹 留任

委員 李小由 留任

委員 深尾宏祐 留任

委員 山本敬之 新任

委員 山口玲 新任

委員 福田秀明 新任

委員 小松孝行 新任

委員長 井上雅史（JBA） 留任 6/28選任済

委員 本間充（外部有識者） 留任

委員 杉山達基（JBA） 新任

委員長 浜武恭生（JBA） 新任 6/28選任済

副委員長
中村考昭（ｸﾛｽｽﾎﾟｰﾂﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱代表取締役社長
/3x3.EXEﾌﾟﾚﾐｱ ｺﾐｯｼｮﾅｰ）

留任

委員 ※調整中 新任

委員 宇田川貴生（JBA） 新任

委員 渡貫大志（JBA） 留任

委員 金澤篤志（JBA） 留任

委員 五月女淳（JBA） 留任

委員 伊集南（デンソー/元3x3日本代表） 新任

委員 藤田将弘（日体大HC/関東学連部長/日学委員） 新任

委員長 品田奥義（JBA元理事） 新任 6/28選任済

委員 三澤裕（東京都協会監事） 留任

委員 中澤亨（和歌山県協会） 留任

委員 石坂雅彦（JBA） 新任

委員長 門川浩人（JBA理事） 留任 6/28選任済

委員 品田奥義（JBA元理事） 留任

委員 山花英司（評議員/徳島県協会理事/JSB理事） 新任

委員 井上雅史（JBA） 留任

委員 中村彰久（JBA） 留任

委員 数野真吾（BLG） 新任

委員 堀井幹也（B3リーグ） 留任

委員 木下亮（WJBL） 留任

委員 荒牧淳（BMK） 留任

委員長 大野健男（JBA理事） 留任 6/28選任済

委員 小西道雄（東京都協会専務理事) 留任

委員 梅原惟司（全国高体連） 留任

委員 江向徳彦（全国高体連） 留任

委員 松岡修（全国高体連） 留任

委員 山下直哉（全国高体連） 留任

委員 大友剛靖（全国高体連） 留任

委員 高山和德（東京都高体連） 留任

委員 森田優（東京都高体連） 新任

委員 渡貫大志（JBA） 留任

委員 五月女淳（JBA） 新任

委員 荒牧淳（BMK） 留任

委員長 藤原修（JBA理事） 留任 6/28選任済

委員 青柳彰（東京都協会） 留任

委員 蔵本義則（東京都協会） 留任

委員 喜多村剛生（東京都協会） 新任

委員 渡貫大志（JBA） 留任

委員 杉山達基（JBA） 新任

委員 尾上壮司（BLG） 新任

委員長 囊田裕司（JBA理事） 新任 6/28選任済

委員 白鳥聡（東京都協会/U12部会） 留任

委員 中村彰久（JBA） 留任

委員 渡貫大志（JBA） 留任

委員 杉山達基（JBA） 新任

委員 松澤年紀（JBA） 新任

委員長 浜武恭生（JBA） 新任 6/28選任済

委員 ※調整中
特別委員会 将来構想委員会

大会実施委員会

国体実施委員会

天皇杯・皇后杯実施委員会

ウインターカップ実施委員会

U15選手権大会実施委員会

全国ミニ実施委員会

委員会

専門委員会

スポーツ医学委員会

施設・用具委員会

3x3委員会

 

 

 

 



 

2. 8 月開催 日本代表イベントの実施について  

＜8 月 15 日（土）～16 日（日）  ＠代々木第一体育館＞  

 

8 月開催の日本代表イベントの実施について承認された。  

 

＜目的＞  

①   コロナ禍を超えて『バスケで日本を元気に』という理念を再度掲げ、オールバスケットで  

日本を盛り上げるきっかけとする。そして今こそ、日本バスケが始動することを宣言する  

イベントと位置付ける。  

『ここから始まるバスケ界のムーブメントで日本を元気にしていく』  

『男子、女子、3x3、車いす、一丸で  2021＋その先に向かう』  

②   新型コロナウイルス感染拡大により、年度内の強化試合のマッチメークが難しいことが  

 予想されるなかで、スポンサー各社および各ステークホルダーに対し、権益履行できる  

機会を創出する。  

 

＜承認内容＞  

・ 日本代表イベントの開催  (イベント名：JAPAN BASKETBALL SHOW CASE 2020 (仮)) 

・ 日本代表イベントの実行予算 (※非公開 ) 

 

＜特記事項＞  

・ 出場する選手、チームスタッフ等は事前に2度のPCR検査を実施予定。  

また、審判、TO、運営スタッフ等もPCR検査を実施予定。  

(※偽陽性を含め陽性反応者は、イベント参加不可 ) 

・ 新型コロナウイルス第2波など感染拡大した場合は、社会情勢を鑑み、急遽中止の可能  

性あり。  

・ 新型コロナウイルス感染拡大対策等に拠り、実行予算の増減する可能性もある。  

・   決議後における情勢の変化等に対する内容等の変更については会長に一任する。  

 



 

3. 競技会委員会「2021 年度の JBA 主催競技会（第 23 回 W リーグ）」について 

 

基本規程第131条に基づき、JBA主催競技会である「第23回Wリーグ」の開催概要について下

記の通り承認された。  

 

<承認内容> 

・ W リーグの開催概要  

［競技会名］  第 23 回 W リーグ  

［主催］  日本バスケットボール協会（JBA）、バスケットボール女子日本リーグ（WJBL） 

［日程］  2021 年 10 月 16 日（土）～2022 年 3 月 21 日（月）  

・ 第 23 回 W リーグの開催要項および開催地募集要項  

 

※日程等詳細は、今後の W リーグの公式発表を待って公表とする。  

 

＜その他特記事項＞  

・ 競技会委員会で下記事項を確認し、承認。  

※現在 FIBA より発表されている①「FIBA Women’s Asia Cups2021」および②「FIBA 

 Women’s World Cup 2022 Qualifiers」が予定されている日程  (①2021 年 9 月 26 日～10 

月 3 日  / ②2022 年 2 月 6 日～14 日）の開催に備えて、リーグ戦を実施していないこと。  

※上記大会や代表活動との調整が必要な場合は、今回承認した日程を大幅に変更するこ  

とがないよう代表強化部門・技術委員会等とよく調整すること。  

※2021 年度皇后杯  (2 次 R ：11 月末 / ファイナル R：12 月 ) の当該日程はリーグ戦を中  

断し、開催に備えていること。  

※ウインターカップと重複するリーグ日程については、開催地が同じにならないよう調整を  

依頼した。同じ開催地となる場合は時間を調整すること。  

※開催実施要項  (適用するコーチライセンスや競技規則、オンザコート人数等 )は企画統  

括グループで確認すること。  

 



 

4. その他、報告事項 

(1) 2021 年度 D-fund について  

2021 年度 D-fund 申請について、以下の対応を行うことが報告された。  

 

1．手続き期限の変更  

2020年度分においても、新型コロナウイルス対策として9月末日までの再提出対応を  

実施していることを考慮し、2021年度分の手続き期限を変更する。  

内容 例年 2021年度  

PBAへ次年度要項通知  7月末日  2020年9月末日  

申請書提出締め切り  10月末日  2020年12月末日  

内示額決定・PBA通知  12月末日  2021年2月16日  

 

2．今後のD-fund制度について  

・2018年度よりガバナンス体制の構築・登録制度の改変に伴い、D-fund制度を導入→  

2016年度：方針説明回り、2017年度：制度決定  

・導入より3年間は本制度を変更しないことで施行  

・3年間の総括実施→総括項目の策定→9月理事会にて提示  

 

 

(2) 2020 年度ユース育成事業方針及び 2020 年度以降のユース育成事業･部会活動について  

2020年度ユース育成事業方針及び  2020年度以降のユース育成事業･部会活動について下  

記の報告がなされた。  

1. 2020年度ユース育成事業方針について：コロナウイルス対策として下線部に示す。  

1) 都道府県育成センター：実施可否は都道府県単位、年間10回は実情を考慮して変更  

可。公正な選手選考に留意。  

2) U12ブロック育成センター：実施可否は開催都道府県協会と JBA。実施困難な場合web 

での指導者講習会に変更予定。予定日程は調整中。  

3) U14/U16ユース育成コーチ研修会：ウェブでの実施に変更。  

4) U13/U14ナショナル育成センター：1月トライアウト、2〜3月実施予定。選考会議11月下  

旬予定。(現状は計画どおり実施予定 ) 

5) ジュニアユースアカデミー：9月トライアウト、10〜11月実施予定。 (現状は計画どおり実  

施予定) 

2. 2020年7月以降のユース育成事業およびユース育成部会活動について  

1) ブロックユース育成コーチの任期の変更  

これまで＝1 期 2 年とし、最長  2 期まで  

今後＝1 期 2 年とし、最長  3 期まで  



 

① 2020年6月任期までのブロックユース育成コーチにも適用する。  

② 上記①を適用したブロックにおいては、新たなブロックユース育成コーチを任命し、  

2021年9月まで重複することを可とする。  

2) 運用上、ユース育成担当者の任命、兼任、選出について定義を再度定める。  

3) U16ユースコーチの名称を  「U16ユース育成コーチ」  から  「U16-18強化育成コーチ」  

に変更する。  

4) ユース育成事業･アンダーカテゴリー代表の選考過程について提示する。  

 

(3) 今後の会議日程について  

 

今後の理事会／幹部会、評議員会等の主要会議日程について改めて報告がなされた。  

なお、8月16日開催予定の理事会については、同日連動して開催予定の日本代表イベントの  

実施概要が確定した後、7月中に事務局より詳細について案内されることが確認された。  

 

2020年7-6月期  JBA主要会議予定表  

2020年7月3日現在  

会議名 備考

7月 13 月 13:30-15:30 理事会 12:00-13:25  直前会議

8月 16 日 （13:30-15:30） 理事会 （12:30-13:25）直前会議

10 木 13:30-15:30 理事会 12:30-13:25  直前会議

27 日 13:30-15:30 定時評議員会

10月 14 水 13:30-15:30 理事会/幹部会

11月 12 木 13:30-15:30 理事会/幹部会

12月 22 火 13:30-15:30 理事会/幹部会

1月 20 水 13:30-15:30 理事会/幹部会

6 土 13:30-16:30 全国専務理事連絡会

16 火 13:30-15:30 理事会/幹部会

3月 11 木 13:30-15:30 理事会/幹部会

4月 14 水 13:30-15:30 理事会/幹部会

5月 19 水 13:30-15:30 理事会/幹部会

9 水 13:30-15:30 理事会

27 日 13:30-15:30 臨時評議員会

2021年
JBA/WEB

2月

未定

JBA/WEB

JBA/WEB

JBA/WEB

JBA/WEB

6月

JBA/WEB

未定

日時 場所

2020年
WEB会議

東京都内

9月

JBA/WEB

未定

JBA/WEB

JBA/WEB

JBA/WEB

 

以上 


