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③　2022年度事業計画



行　事 月　日 会　場 運 営 部 備　考

4月1日（水）

～

3月31日（水）

常任理事会 3月27日 総合福祉会館 事務局

監査会 総合福祉会館 　〃

総会 5月予定 前橋市商工会議所 事務局 中止

前橋市バスケットボール協会70周年記念式典 7月 4日 前橋テルサ　けやきの間 事務局

第67回市民スポーツ祭 8月 29日 ヤマト市民体育館

9月 4日 　　　〃

9月 5日 　　　〃

U-15　チャレンジカップ 10月 16日 宮城体育館 U-15部 中止

第50回 10月 16日 ヤマト市民体育館

少年少女U-12バスケットボール大会 10月 17日 　　〃

第59回群馬県民スポーツ大会 11月 7日 ALSOKぐんまアリーナ

11月 14日 群馬体育館

第16回前橋市長杯　　 12月 18日 ＡＬＳＯＫぐんまアリーナ

U-12バスケットボール大会 12月 19日 　　〃

第  6回ライフラインカップ　U15 12月 18日 ヤマト市民体育館

12月 19日 　　〃

第14回わかば杯 12月 25日 宮城体育館　他

12月 26日 宮城体育館

第43回春季大会兼 3月 19日 宮城体育館

協会長杯争奪戦 3月 21日 宮城体育館

3月 26日 宮城体育館

　U12部会

第50回　少年少女U12バスケットボール大会　

結果　男子 １位　前橋中央　2位　若宮バスケット　3位　ALL AZUMA

　　　女子  1位  関根町ミニバス  　2位　ハピネス　3位　前橋中央

第14回　わかば杯

結果　男子：1位　前橋中央　2位　芳賀Jr　3位　若宮　・　永明

　　　女子：1位　トマホーク　2位　荒子　3位　ハピネス　・　永明

第16回　前橋市長杯　　

結果　男子：1位　前橋中央　2位　桐生東　3位　赤堀　4位　堤ケ丘　5位　若宮　6位　ALL AZUMA

　　　女子：1位　南光　2位　関根町　3位　高崎北部　4位　ハピネス　5位　前橋中央　6位　殖蓮

　U15部会

第6回　ライフラインカップ

結果　男子：Aブロック　1位　越谷ｱﾙﾌｧｰｽﾞ　　2位　Rising-k

　　　　　　Bブロック　1位　沼田ジュニア　  2位　敷島クラブ

　　　　　　Cブロック　1位　NCL　　           2位　バーディーズ

　　　　　　Dブロック　1位　ZIPS　　　　    2位　ENS(A)

　　　女子：Eブロック　1位　ピラニアンズ 　 2位　ビッグエイト

　　　　　　Fブロック　1位　NAKAYA　         2位　ENS(A)

　　　　　　Gブロック　1位　NCL　　           2位　Leovista

　　　　　　Hブロック　1位　前橋選抜　　　 2位　バーディーズ

　社会人部

令和3年度　群馬県民スポーツ大会

結果　男子   １位　高崎　2位　伊勢崎　3位　前橋

　　　女子　 1位　高崎　2位　前橋　　3位　藤岡 

●　協会関連行事

１．市民スポーツ祭（中学の部）前橋市中学校新人バスケットボール大会

　　前橋市中学校新人バスケットボール大会

結果　男子   １位　附属　2位　第六　　3位　東・南橘

　　　女子　 1位　南橘　2位　富士見　3位　附属・第七 
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ジュニアバスケットボール教室

ヤマト市民体育館 U-15部 毎週水曜日
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U-12部 責任抽選

社会人部 中止

社会人部

U-12部 責任抽選

U-15部

U-12部

社会人部 中止
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②　2021年度　監査報告



行　事 月　日 会　場 運 営 部 備　考

常任理事会 3月27日 総合福祉会館 事務局

理事会・監査会 4月24日 総合福祉会館 事務局

総会 5月予定 前橋市商工会議所 事務局

第68回市民スポーツ祭 8月 27日 ヤマト市民体育館

8月 28日 　　　〃

9月 3日 　　　〃

9月 4日 　　　〃

第51回 10月 15日 ヤマト市民体育館

少年少女U-12バスケットボール大会 10月 16日 　　〃

第60回群馬県民スポーツ大会 11月 6日 ALSOKぐんまアリーナ

11月 12日 群馬体育館・浜川体育館

第15回わかば杯 12月 10日 宮城体育館　他

12月 11日 宮城体育館

第17回前橋市長杯　　 12月 17日 ＡＬＳＯＫぐんまアリーナ

U-12バスケットボール大会 12月 18日 　　〃

前橋市バスケットボール協会 2月 4日 市内中学校

冬季トンボ交流会 2月 5日 　　〃

第44回春季大会兼 3月 18日 宮城体育館

協会長杯争奪戦 3月 19日 　　〃

3月 25日 　　〃

3月 26日 　　〃

協会関連行事

行　事 月　日 会　場 運 営 部 備　考

4月1日（水）

～

3月31日（水）

第  7回ライフラインカップ　U15 12月 24日 ヤマト市民体育館

12月 25日 　　〃

社会人部 責任抽選
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U-12部

U-12部 責任抽選

ジュニアバスケットボール教室

ヤマト市民体育館 U-15部 毎週水曜日

U-15部

U-15部
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責任抽選

責任抽選

社会人部

U-12部

社会人部



 会長 岩上　憲司

 副会長 竹内　秀敏 関口　充雄 金井　清一 根岸　秀司

 顧問 林   秀幸 池田　 照 銭谷　和雄 山口　幸夫 西森　悟

萩原　正和 小川 喜美紀 大屋　良明 佐藤　俊樹 吉田　米雄

 監事 大竹　幸吾 五十嵐 浅雄

 理事長 岡田　智子

事務局長 社会人部長 U-15部長 U-12部長

山崎　成二 小暮　共歓 　黒澤　浩一 　毛呂　裕臣

栗原　慎介 小暮　香織 岩下　文雄 近藤　 裕 高山　義孝

伊藤　好美 篠原　准子 田畑　恵美 戸塚　近樹 荻野　崇

 事務局 　  山崎　成二（事務局長） 黒澤　浩一

 財務長 田畑　恵美

小林　将也 中尾　太一 一木　知哉 清水　博和

  石川 登良男 井上　 孝 根岸　淳也 牧口　和博 高橋　朋之

鈴木　靖行 栗田　正利 関根　基一 志村　道雄 中嶋　博

 北澤　卓也 川上　豊 水野　真紀 金本　和美 青木　友幸

山城　勉  唐澤　真樹

松土　 仁 大塚　伸浩 牧　 亮太 横山　佳美 石川　歩

西　晃史
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④　前橋市バスケットボール協会役員

任期：2022年 4月 1日～2024年 3月31日

 参与

 常任理事

 理事

U-15部

社会人部

 副理事長

U-12部


