
２０２１年９月４日現在

《ＩＢＡ様式１－１》

４月
総務財務部会 10 第1回総務財務部会(13人） 29 第1回定時理事会

　総務委員会 10 総務委員会
　財務委員会

事業広報部会 11 事業広報部会①（盛岡市）１４名
11 バスケフェスタ運営委員会①（盛岡市）

　広報委員会
　記録委員会
　３×３委員会
　花道プロジェクト推進委員会 10 花道プロジェクト推進委員会①（大槌町）
　復興支援委員会

競技運営部会 10 競技運営部会①（　　　　人）

　競技会委員会 10 競技会委員会①
　大会運営委員会 10 大会運営委員会①
　施設・用具委員会 10 施設・用具委員会①
　TO委員会 4 TO委員会①
　アンダーカテゴリー委員会 10 アンダーカテゴリー委員会①
　Ｕ１８委員会 10 U18委員会①
　日本マスターズ運営委員会

強化部会 4 強化部会①（　12  人）

　ユース育成委員会 10 ユース育成委員会
　　Ｕ１６ 29 前期トライアウト（①②）→延期
　　Ｕ１４ 25 Ｕ１４ユース育成委員会会議
　　Ｕ１２
　スポーツ医学委員会 1 スポーツ医学委員会
　国体委員会
　　成年男子
　　成年女子
　　少年男子 17 強化練習会 24 強化練習会
　　少年女子
ST-IWATE LANDERS 3 トライアウト：盛岡南高校

普及育成部会 4 第１回普及育成部会　(出席１９名）

　Ｕ１５委員会 18 第１回U15委員会
　Ｕ１２委員会 25 第１回U12委員会（web開催）
　指導者養成委員会 25 第１回コーチライセンス・リフレッシュ研修会（インテグリティ）
　障がい者ＢＢ委員会

審判部会 11 第１回審判部会（Web）：8名
11 審判委員会（Web）：24名

　審判委員会 4 東北ブロック車いす審判講習会（盛岡市）：延期 17 一関地区審判会議

２０２１年度　一般社団法人岩手県バスケットボール協会　事業計画

一般社団法人岩手県バスケットボール協会　事業報告　【２０２１年４月】

１日～１０日 １１日～２０日 ２１日～３０日



５月
総務財務部会 29 第2回総務財務部会（高総体：奥州市）(11人）

　総務委員会
　財務委員会 15 県協会業務・会計監査(盛岡）

事業広報部会 30 事業広報部会②（Zoom）８名
30 バスケフェスタ運営委員会②（Zoom）

26-30 県協会グッズ販売（県高校総体）
　広報委員会 30 LIVE配信（県高校総体・YouTube）
　記録委員会
　３×３委員会
　花道プロジェクト推進委員会 24 花道プロジェクト推進委員会②（Zoom）
　復興支援委員会

競技運営部会  22 競技運営部会②（　　　　人）

　競技会委員会
　大会運営委員会 5 一般選手権組合せ抽選会（北上） 14-16 岩手県一般選手権大会（盛岡市） 26～30 県高校総体（奥州･北上）
　施設・用具委員会
　TO委員会 1 ＴＯ「オープン」講習会（奥州）　⇒　延期

9 TO委員会②（１０名）
10 全国ＴＯ委員長会議（ Web会議）

　アンダーカテゴリー委員会
　Ｕ１８委員会 26～30 県高校総体（奥州･北上）
　日本マスターズ運営委員会

強化部会

　ユース育成委員会 30 U18優秀選手選考会議
　　Ｕ１６
　　Ｕ１４ 30 地区ＤＣ①
　　Ｕ１２ 未定 U12ユース育成委員会
　スポーツ医学委員会 20 スポーツ医学委員会
　国体委員会
　　成年男子 26~30 高総体視察
　　成年女子 北奥羽・南奥羽大会視察
　　少年男子 26~30 高総体視察
　　少年女子 26~30 高総体視察
ST-IWATE LANDERS 26~30  高総体視察

普及育成部会

　Ｕ１５委員会
　Ｕ１２委員会 9 第１回マンツーマンコミッショナー認定講習会（北上市）　U15・12共催

　指導者養成委員会
　障がい者ＢＢ委員会 29～30 （ID）全国障害者スポーツ大会北海道東北ブロック予選（青森）→中止

審判部会 30 第2回審判部会（奥州市）：延期
14～16 審判更新講習（一般選手権大会、盛岡） 22 奥州地区審判会議

　審判委員会 23 盛岡、宮古地区審判会議
27～30 審判更新講習（高総体、奥州・北上）

29 第1回車いすインストラクター講習会：児玉
30 東北ブロック車いす審判講習会（盛岡市）：児玉、宮古、小笠原善、熊谷香、菊地博、高橋淑

１日～１０日 １１日～２０日 ２１日～３１日

一般社団法人岩手県バスケットボール協会　事業報告　【２０２１年５月】



６月
総務財務部会 12 第2回定時理事会(盛岡）

12 定時社員総会・研修会・表彰式　　懇親会→延期
　総務委員会
　財務委員会

事業広報部会 12 県協会グッズ販売（理事会・総会）
13 第2回岩手県バスケットボールフェスティバル（盛岡市）

　広報委員会
　記録委員会 12 記録撮影（理事会、総会）
　３×３委員会
　花道プロジェクト推進委員会 6 花道プロジェクト第10回桜木杯（大槌町）
　復興支援委員会

競技運営部会

　競技会委員会
　大会運営委員会 5 岩手県大学選手権大会（花巻市） 12 岩手県大学選手権大会（花巻市）

12 県総合選手権運営委員会（盛岡市）
12 県民体育大会運営委員会（盛岡市）

　施設・用具委員会
　TO委員会
　アンダーカテゴリー委員会
　Ｕ１８委員会
　日本マスターズ運営委員会

強化部会 6 強化部会②（　11　人）

　ユース育成委員会
　　Ｕ１６ 5 前期トライアウト①②
　　Ｕ１４ 27 地区ＤＣ②
　　Ｕ１２ 26・27 地区ＤＣ①→延期
　スポーツ医学委員会 27 スポーツ医学委員会
　国体委員会
　　成年男子 13 第1回強化練習兼選考会
　　成年女子 5  強化練習会②および選考会  県学生選手権大会視察 27 強化練習会③および選考会

東北高校選手権大会視察
27 強化練習会②および選考会

　　少年男子 5 強化練習会 13 第2回岩手県バスケットボールフェスティバル（盛岡市） 26.27 東北NHK杯視察
19 強化練習会

　　少年女子 5 強化練習会 13 第2回岩手県バスケットボールフェスティバル（盛岡市）
ST-IWATE LANDERS 12 地域リーグ（秋田県横手市） 26・27 地域リーグ（福島県二本松市）

13 第2回岩手県バスケットボールフェスティバル（盛岡市）
普及育成部会 6 第２回普及育成部会（出席13名・委任5名）

　Ｕ１５委員会 27 第２回U15委員会
　Ｕ１２委員会
　指導者養成委員会 12 第２回コーチライセンス・リフレッシュ研修会（サンセール盛岡） 5～6 第１回JBA公認コーチＤ級ライセンス養成講習会（紫波総合高校）

　 13 第３回コーチライセンス・リフレッシュ研修会（盛岡タカヤアリーナ）

障がい者ＢＢ委員会
審判部会 2 第2回審判部会（Weｂ）：8名

2 審判委員会（Web）：17名 12～13 審判更新講習（県大学選手権、盛岡市） 25～27 東北高校選手権（山形県）：中止
　審判委員会 5 北上、二戸、久慈地区審判会議 19～20 全スポ車いすブロック予選（福島県）：中止

6 花巻地区審判会議

一般社団法人岩手県バスケットボール協会　事業報告　【２０２１年６月】

１日～１０日 １１日～２０日 ２１日～３０日



《ＩＢＡ様式１－１》

７月
総務財務部会

　総務委員会
　財務委員会

事業広報部会 3-4 県協会グッズ販売（県民体）→中止
10-11 県協会グッズ販売・飲食物販（県総合）→中止 17-19 県協会グッズ販売（県中学総体）→中止 23-25 県協会グッズ販売（ミニ県大会）

　広報委員会
　記録委員会 3-4 記録撮影（県民体）→中止 17-19 記録撮影（県中学総体）→中止 23-25 記録撮影（ミニ県大会）
　３×３委員会 10-11 記録撮影（県総合）→中止 31 盛岡体育館３X3交流大会U-12
　花道プロジェクト推進委員会 7 花道プロジェクト推進委員会③（Zoom）
　復興支援委員会

競技運営部会

　競技会委員会
　大会運営委員会 3-4 岩手県民体育大会（釜石市・大槌町） 17-19 岩手県中学校総合体育大会（花巻市） 23-25 東北電力旗ミニバスケットボール岩手県大会（北上市）

10～11 県総合(北上)
　施設・用具委員会
　TO委員会 2 TO委員会③（電磁的方法） 22～8/9 オリンピック 派遣「ＴＯ：山下、吉田」「スタッツ：吉川、村上」( 埼玉)

31 二戸地区ＴＯ講習会(二戸)　講師：阿部(麻)、佐々木(弘)、沢田、荒谷(夏)

　アンダーカテゴリー委員会
　Ｕ１８委員会 10 U18委員会①
　日本マスターズ運営委員会 12 県実行委員会設立総会・第1回総会（盛岡市） 27 県実行委員会第1回企画委員会（盛岡市）

強化部会 4 強化部会③（　11　人）

　ユース育成委員会 18 U16優秀選手選考会議
　　Ｕ１６ 3 前期ＤＣ③④
　　Ｕ１４ 25 県ＤＣトライアウト→延期
　　Ｕ１２
　スポーツ医学委員会
　国体委員会
　　成年男子 3 第2回強化練習会 30・31 強化遠征・合宿
　　成年女子 4 強化練習会④ 24,25 強化練習会⑤
　　少年男子 3.10 強化練習会 17-19 中総体視察 22~25 中総体視察

27.28 強化練習会
　　少年女子 4 強化練習会 17-19 中総体視察 22~25 中総体視察

29・30 強化練習会
ST-IWATE LANDERS 24･25 地域リーグ（青森県八戸市）

普及育成部会

　Ｕ１５委員会 28～ １部　地域リーグ戦開始
　Ｕ１２委員会 23～25 東北電力サマーチャレンジ2021ミニバスケットボール岩手県大会

　指導者養成委員会 11 第４回コーチライセンス・リフレッシュ研修会（葛巻町立体育館） 23 第２回U12委員会
　障がい者ＢＢ委員会

審判部会
3～4 審判更新講習（県民体、釜石市） 17～19 審判更新講習（中総体、花巻市） 24～ インターハイ（男子）審判派遣（新潟県）：橘

　審判委員会 4 強化指定審判員研修会（県民体、釜石市）
4 車いすバスケットボールフェスタ（盛岡市）：宮古、熊谷

10～11 審判更新講習（県総合選手権、北上市）

一般社団法人岩手県バスケットボール協会　事業報告　【２０２１年７月】

１日～１０日 １１日～２０日 ２１日～３１日



《ＩＢＡ様式１－１》

８月
総務財務部会 21 第3回総務財務部会（8人）

　総務委員会
　財務委員会

事業広報部会 22 事業広報部会③（Zoom）（４人）

　広報委員会
　記録委員会
　３×３委員会 1 盛岡体育館３X3交流大会U-1５
　花道プロジェクト推進委員会 10 花道プロジェクト推進委員会④（Zoom） 10
　復興支援委員会

競技運営部会 7 競技運営部会③（　　　　人）

　競技会委員会 7 競技会委員会③
　大会運営委員会 1 Ｗリーグ開催地説明会（WEB） 12 Wリーグ運営委員会① 28-29 全日本社会人O-40／O-50選手権大会県予選（金ヶ崎町）

7～9 東北中学校バスケットボール大会（一関市）
　施設・用具委員会
　TO委員会 1 二戸地区ＴＯ講習会(二戸)　講師：阿部(麻)、荒谷(夏) 22～9/6 パラリンピック派遣「スタッツ：吉川、村上」　(東京)
　アンダーカテゴリー委員会
　Ｕ１８委員会
　日本マスターズ運営委員会 7 日本マスターズ運営委員会①

強化部会 29 強化部会④（13人）

　ユース育成委員会
　　Ｕ１６ 29 後期トライアウト（⑨⑩）⇒延期
　　Ｕ１４ 1 Ｕ１４地区ＤＣ③、U１４県DCトライアウト予備日⇒延期
　　Ｕ１２ ７・８ 地区ＤＣ②県ＤＣ①
　スポーツ医学委員会 4 スポーツ医学委員会
　国体委員会
　　成年男子 ７・８ 強化遠征・練習（県内・近県） 15 強化練習/ゲーム 20-22 東北総体（山形県）
　　成年女子 8,9 強化遠征⑥ 14,15 強化練習会⑦ 20-22 東北総体（山形県）
　　少年男子 3.4 強化練習会 20-22 東北総体（山形県）
　　少年女子 4・5 強化練習会 12・13 強化練習会 20-22 東北総体（山形県）

19 強化練習会
ST-IWATE LANDERS 14 ST-IWATE LANDERS　CUP（宮古）

普及育成部会 22 第３回普及育成部会（出席17人・委任2人）

　Ｕ１５委員会
　Ｕ１２委員会 10～11 東北電力旗第３４回東北ミニバスケットボール大会（宮城県）　⇒　中止

　指導者養成委員会 9 第５回コーチライセンス・リフレッシュ研修会（沿岸南部）　⇒　延期

　障がい者ＢＢ委員会 7～8 （ID）第４回ひまわりカップ（福島市）　⇒　中止

審判部会 23 第3回審判部会（Web）（8人）
7～9 東北中学校大会審判派遣（一関市） 20～22 ミニ国体審判派遣（山形県）（Ａ級審判研修会予定） 28～29 TLG審判研修会（Web）：上田信、松岡、北沢岳、北沢あ、伊藤、阿部ち

　審判委員会 未定 オープン講習会（未定）（指名合宿一次選考会）：中止 18～21 全国中学校審判派遣（群馬県）
10～ インターハイ（女子）審判派遣（新潟県）：阿部ち

一般社団法人岩手県バスケットボール協会　事業報告　【２０２１年８月】

１日～１０日 １１日～２０日 ２１日～３１日



《ＩＢＡ様式１－１》

９月
総務財務部会 4 第3回理事会

4 研修会、懇親会→延期
　総務委員会
　財務委員会

事業広報部会

　広報委員会
　記録委員会
　３×３委員会
　花道プロジェクト推進委員会 1 花道プロジェクト代表ＭＴＧ（ＷＥＢ） 23 花道プロジェクト推進委員会⑤（大槌町）
　復興支援委員会

競技運営部会

　競技会委員会
　大会運営委員会
　施設・用具委員会
　TO委員会
　アンダーカテゴリー委員会
　Ｕ１８委員会 4 Ｕ１８委員会
　日本マスターズ運営委員会 17～21 日本マスターズ岡山大会視察　⇒　中止

強化部会

　ユース育成委員会
　　Ｕ１６ 26 後期ＤＣ③④（⑦⑧）⇒延期
　　Ｕ１４ 26 Ｕ１４地区ＤＣ④、Ｕ１４県ＤＣ③⇒延期
　　Ｕ１２ 未定 東北ブロックDC⇒延期 25・26 地区ＤＣ③県ＤＣ②⇒延期
　スポーツ医学委員会
　国体委員会
　　成年男子 26～30 三重国体⇒中止
　　成年女子 26～30 三重国体⇒中止
　　少年男子 26～30 三重国体⇒中止
　　少年女子 26～30 三重国体⇒中止
ST-IWATE LANDERS ４・５ 2021 ST-IWATE  LANDERS ELITE CAMP⇒中止

普及育成部会

　Ｕ１５委員会 5～ ２部地域リーグ戦　開始→未定 26 第３回U15委員会
　Ｕ１２委員会 20 Ｕ12カテゴリー指導者資質向上研修会（ＷＥＢ）
　指導者養成委員会 11～12 第２回JBA公認コーチＤ級ライセンス養成講習会（紫波総合高校）→延期

　障がい者ＢＢ委員会

審判部会

　審判委員会

一般社団法人岩手県バスケットボール協会　事業計画　【２０２１年９月】

１日～１０日 １１日～２０日 ２１日～３０日



《ＩＢＡ様式１－１》

１０月
総務財務部会

　総務委員会
　財務委員会

事業広報部会 県協会グッズ販売（中学新人） 22-24 県協会グッズ販売・飲食物販（高校選抜）

　広報委員会
　記録委員会 9-10 記録撮影（社会人大会） 記録撮影（中学新人） 22-24 記録撮影（高校選抜）
　３×３委員会
　花道プロジェクト推進委員会 23-24 花道プロジェクトコート完成感謝祭（大槌町）
　復興支援委員会

競技運営部会

　競技会委員会
　大会運営委員会 9～10 県社会人選手権①（花巻） 17 県社会人選手権②（花巻） 22～24 県高校選抜（花巻）
　施設・用具委員会 16～17 県中学新人（八幡平・滝沢）
　TO委員会 10 U18「WC予選」TO研修会（花巻） 23 TO委員会④
　アンダーカテゴリー委員会
　Ｕ１８委員会 5 Ｕ１８委員会 22～24 県高校選抜（花巻）

10 WC予選へ向けたTO研修会（花巻）
　日本マスターズ運営委員会 5 日本マスターズＪＢＡ視察ＭＴＧ（盛岡）

強化部会

　ユース育成委員会
　　Ｕ１６ 3 後期ＤＣ⑤⑥（⑨⑩）
　　Ｕ１４ 31 Ｕ１４地区ＤＣ⑤、Ｕ１４県ＤＣ④
　　Ｕ１２ 23・24 地区ＤＣ④県ＤＣ③
　スポーツ医学委員会
　国体委員会
　　成年男子
　　成年女子 高校選抜大会視察

東北大学選手権１部リーグ視察
　　少年男子 23 強化練習会
　　少年女子 23 強化練習会
ST-IWATE LANDERS 2･3 地域リーグ（岩手県陸前高田市：夢アリーナ） 16･17 地域リーグ（秋田県横手市） 30･31 地域リーグ（山形県山辺町）

普及育成部会

　Ｕ１５委員会 31 第４回U15委員会（U15選手権大会運営委員会）
　Ｕ１２委員会 24 第２回マンツーマンコミッショナー認定講習会（陸前高田市）　U15・12共催

　指導者養成委員会 10 第６回コーチライセンス・リフレッシュ研修会（宮古市予定）
　障がい者ＢＢ委員会

審判部会
9～10 審判更新講習（社会人選手権、花巻市） 16～17 審判更新講習（中学新人、八幡平市・滝沢市） 22～24 審判更新講習（高校選抜大会、花巻市）

　審判委員会 8～10 東北大学選手権（秋田県）（Ａ級審判研修会予定） 22～24 強化指定審判員選考会（高校選抜大会、花巻市）
22 Ｃ級指名審判研修会（高校選抜大会、花巻市）

一般社団法人岩手県バスケットボール協会　事業計画　【２０２１年１０月】

１日～１０日 １１日～２０日 ２１日～３１日



《ＩＢＡ様式１－１》

１１月
総務財務部会 20 第4回総務財務部会

　総務委員会
　財務委員会

事業広報部会 13-14 県協会グッズ販売・飲食物販（県U15選手権） 21 事業広報部会④

　広報委員会
　記録委員会 13-14 記録撮影（県U15選手権）
　３×３委員会
　花道プロジェクト推進委員会
　復興支援委員会

競技運営部会 20 競技運営部会④

　競技会委員会 20 競技会委員会③
　大会運営委員会 13～14 U15選手権（奥州）
　施設・用具委員会
　TO委員会
　アンダーカテゴリー委員会
　Ｕ１８委員会
　日本マスターズ運営委員会 10 日本マスターズＪＳＰＯ競技会場合同視察（盛岡）

強化部会 21 強化部会⑤

　ユース育成委員会
　　Ｕ１６ 28 後期ＤＣ③④（⑬⑭）
　　Ｕ１４ 3 Ｕ１４地区ＤＣと県ＤＣの予備日 23 Ｕ１４地区ＤＣとＵ１４県ＤＣの予備日

28 Ｕ１４地区ＤＣ⑥、Ｕ１４県ＤＣ⑤
　　Ｕ１２
　スポーツ医学委員会 7 スポーツ医学委員会
　国体委員会
　　成年男子
　　成年女子
　　少年男子 6 強化練習会 13 強化練習会
　　少年女子 28 強化練習会
ST-IWATE LANDERS 13 地域リーグ（福島県伊達市） 27･28 地域リーグ（宮城県塩釜市）

普及育成部会 7 第４回普及育成部会

　Ｕ１５委員会 13～14 ベルジョイスCUP第３回U15選手権大会（奥州市）　※予定 20・27 １部　県リーグ　予選ラウンド
　Ｕ１２委員会
　指導者養成委員会 6・7・14 第１回JBA公認コーチＣ級ライセンス養成講習会（紫波総合高校） 21 第７回コーチライセンス・リフレッシュ研修会（奥州市予定）
　障がい者ＢＢ委員会

審判部会 13 第4回審判部会（奥州）（　　人）
6～7 東北社会人審判派遣(青森県) 12～13 全日本ブロック選抜車いす選手権（北九州）

　審判委員会 13～14 岩手県U15選手権（奥州）

１日～１０日 １１日～２０日 ２１日～３０日

一般社団法人岩手県バスケットボール協会　事業計画　【２０２１年１１月】



《ＩＢＡ様式１－１》

１２月
総務財務部会 11 第4回理事会(盛岡）

11 県協会研修会・表彰式・懇親会(盛岡）
　総務委員会
　財務委員会

事業広報部会 11 県協会グッズ販売（理事会） 25-27 県協会グッズ販売（県ミニ交歓大会）

　広報委員会
　記録委員会 11 記録撮影（理事会） 25-27 記録撮影（県ミニ交歓大会）
　３×３委員会
　花道プロジェクト推進委員会
　復興支援委員会

競技運営部会

　競技会委員会
　大会運営委員会 11～12 県U15クラブ選手権（奥州市予定） 25-27 岩手県ミニバスケットボール交歓大会（大船渡市・陸前高田市）

　施設・用具委員会
　TO委員会 12 U12「県ミニ交歓」TO研修会（陸前高田）
　アンダーカテゴリー委員会
　Ｕ１８委員会
　日本マスターズ運営委員会

強化部会

　ユース育成委員会
　　Ｕ１６
　　Ｕ１４ 19 Ｕ１４地区ＤＣ⑦、Ｕ１４県ＤＣ⑥ 26 Ｕ１４県ＤＣ➇。Ｕ１４地区ＤＣ➆
　　Ｕ１２
　スポーツ医学委員会
　国体委員会
　　成年男子
　　成年女子 インカレ視察 東北大学新人大会視察 25 強化練習会⑩
　　少年男子
　　少年女子 11 強化練習会
ST-IWATE LANDERS

普及育成部会

　Ｕ１５委員会 11～12 U15JCBG岩手県予選大会（八幡平市）※予定
18 １部　県リーグ決勝ラウンド

　Ｕ１２委員会 12 U12交歓大会TO講習会（陸前高田市）※予定 25～27 第４５回岩手県ミニバスケットボール交歓大会（陸前高田市
25 第３回Ｕ12委員会

　指導者養成委員会
　障がい者ＢＢ委員会

審判部会
未定 インカレ審判派遣（東京） 指名強化合宿（Ｂ級審判最終審査会、会場未定） 未定 ウィンターカップ審判派遣（東京）

　審判委員会

１日～１０日 １１日～２０日 ２１日～３１日

一般社団法人岩手県バスケットボール協会　事業計画　【２０２１年１２月】



《ＩＢＡ様式１－１》

１月
総務財務部会

　総務委員会
　財務委員会

事業広報部会 14-17 県協会グッズ販売（高校新人）

　広報委員会
　記録委員会 14-17 記録撮影（高校新人）
　３×３委員会
　花道プロジェクト推進委員会
　復興支援委員会

競技運営部会

　競技会委員会
　大会運営委員会 14-17 岩手県高等学校新人大会（一関市） 21-22 Ｗリーグ・トヨタ紡織VS新潟（北上市）
　施設・用具委員会
　TO委員会 16 TO委員会⑤
　アンダーカテゴリー委員会
　Ｕ１８委員会
　日本マスターズ運営委員会

強化部会

　ユース育成委員会
　　Ｕ１６
　　Ｕ１４ 9 Ｕ１４地区ＤＣ⑨。Ｕ１４県ＤＣ➇ 30 Ｕ１４地区ＤＣ⑩、Ｕ１４県ＤＣ⑨
　　Ｕ１２ 29・30 地区ＤＣ⑤県ＤＣ④
　スポーツ医学委員会
　国体委員会
　　成年男子
　　成年女子 16 高校新人大会視察
　　少年男子
　　少年女子 22 強化練習会
ST-IWATE LANDERS

普及育成部会

　Ｕ１５委員会
　Ｕ１２委員会
　指導者養成委員会
　障がい者ＢＢ委員会

審判部会
未定 U15選手権大会（東京都） 14～17 審判更新講習（高校新人、一関市）

　審判委員会

一般社団法人岩手県バスケットボール協会　事業計画　【２０２２年１月】

１日～１０日 １１日～２０日 ２１日～３１日



《ＩＢＡ様式１－１》

２月
総務財務部会 19 第5回総務財務部会

　総務委員会 19 総務委員会
　財務委員会

事業広報部会 20 事業広報部会⑤

　広報委員会
　記録委員会
　３×３委員会
　花道プロジェクト推進委員会
　復興支援委員会

競技運営部会 19 競技運営部会⑤

　競技会委員会
　大会運営委員会 12-13 岩手・宮城対県選抜大会（一関市）
　施設・用具委員会
　TO委員会
　アンダーカテゴリー委員会
　Ｕ１８委員会
　日本マスターズ運営委員会

強化部会

　ユース育成委員会
　　Ｕ１６
　　Ｕ１４ 13 Ｕ１４地区ＤＣ予備日、Ｕ１４県ＤＣ⑩ 20 Ｕ１４ユース育成委員会会議②

23 Ｕ１４地区ＤＣとＵ１４県ＤＣの予備日
27 Ｕ１４地区ＤＣとＵ１４県ＤＣの予備日

　　Ｕ１２
　スポーツ医学委員会 6 スポーツ医学委員会
　国体委員会
　　成年男子 19・20 アドバイザリー招聘事業
　　成年女子 19・20 強化練習会⑪（アドバイザリー招聘事業）
　　少年男子
　　少年女子 27 強化練習会
ST-IWATE LANDERS

普及育成部会 13 第５回普及育成部会

　Ｕ１５委員会 6 第５回U15委員会（年度末反省・次年度計画）
　Ｕ１２委員会 19～20 第４１回東北ブロックミニバスケットボール交歓大会（福島）
　指導者養成委員会 5～6 第３回JBA公認コーチＤ級ライセンス養成講習会（紫波総合 20 第８回コーチライセンス・リフレッシュ研修会（一関市予定）
　障がい者ＢＢ委員会

審判部会 11 第5回審判部会（未定）
4～6 東北高校新人大会審判派遣（宮城県） 12～13 審判更新講習（岩手宮城、一関市）

　審判委員会 未定 社会人地域リーグチャンピオンシップ審判派遣(北海道）

一般社団法人岩手県バスケットボール協会　事業計画　【２０２２年２月】

１日～１０日 １１日～２０日 ２１日～２８日



《ＩＢＡ様式１－１》

３月
総務財務部会 5 第5回理事会

　総務委員会
　財務委員会

事業広報部会 19-21 県協会グッズ販売（東日本高校選抜交流）

　広報委員会
　記録委員会 19-21 記録撮影（東日本高校選抜交流）
　３×３委員会
　花道プロジェクト推進委員会
　復興支援委員会

競技運営部会

　競技会委員会
　大会運営委員会 19-21 東日本高等学校選抜交流大会2021（一関市）
　施設・用具委員会
　TO委員会
　アンダーカテゴリー委員会
　Ｕ１８委員会
　日本マスターズ運営委員会

強化部会

　ユース育成委員会
　　Ｕ１６
　　Ｕ１４ 6 Ｕ１４ユース育成委員会予備日
　　Ｕ１２
　スポーツ医学委員会
　国体委員会
　　成年男子
　　成年女子 13 強化練習会⑫
　　少年男子
　　少年女子 19~21 強化練習会
ST-IWATE LANDERS

普及育成部会

　Ｕ１５委員会 6 第６回U15委員会（リーグ戦会計作業）
　Ｕ１２委員会 28～31 第５３回全国ミニバスケットボール大会（東京都）
　指導者養成委員会 21 第９回コーチライセンス・リフレッシュ研修会（盛岡市予定）
　障がい者ＢＢ委員会

審判部会
19～21 強化指定審判選考会（東日本交流大会、一関市） 未定 ミニバス全国大会審判派遣（東京）

　審判委員会 未定 全日本社会人選手権審判派遣(熊本) 25～27 全国国公立大学大会(盛岡市)

一般社団法人岩手県バスケットボール協会　事業計画　【２０２２年３月】

１日～１０日 １１日～２０日 ２１日～３１日


