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２０２１（令和３）年度 定期総会内容 

                              

 

 

 

１ 審議事項    

 

① ２０２０（令和２）年度  活動報告（承認のみ） 

 

② ２０２０（令和２）年度  決算報告               財務委員会 

監査報告                会計監査 

 

③ ２０２１（令和３）年度  活動計画案 

競技、審判、技術、広報、渉外・普及   各委員会 

 

④ ２０２１（令和３）年度  予算案                財務委員会 

 

⑤ ２０２１（令和３）年度  役員案                  理事長 

 

⑥ その他                                

 

 

 

２ 連絡事項 

 

①学校行事調査等                          競技委員会 

 

②帯同審判登録                           審判委員会 

 

③会員名簿原稿・広告募集                      広報委員会 

 

④Ｔシャツ販売                        渉外・普及委員会 

 

⑤連盟より                               理事長 
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２０２０（令和２）年度 競技委員会 活動報告 

 

 

 

１． 第２回横浜支部春季リーグ戦 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 

 

 

２． 第４４回横浜市ミニバスケットボール決勝大会 

（兼 第４２回関東ミニバスケットボール大会 神奈川県予選 横浜支部予選） 

 

   新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 

 

 

３． 第４１回神奈川県ミニバスケットボール決勝大会 横浜支部予選 

（兼 第５２回全国ミニバスケットボール大会 神奈川県予選 横浜支部予選） 

 

   新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 
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２０２０（令和２）年度 審判委員会 活動報告 

 

 

 

１ 審判研修会 

   

新型コロナウイルス感染症予防の為、事前研修会及び大会を通じての研修会は中止としました。 

 

  ※24秒ルールの変更に伴い、横浜市ミニバスケットボール連盟ホームページへの資料の掲載及び 

連盟加入チームへの資料の配信のみ実施。 

 

 

２ 審判派遣（研修会講師派遣） 

  

各種大会中止のため派遣なし 

 

 

 

３ 新規公認審判員 

 

各研修会が中止のため該当者なし 
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２０２０ (令和２)年度 技術委員会 活動報告 

 

 

 

１ 横浜市選抜選手横浜支部交歓会 

（１）日 時   ７月上旬  

（２）会 場   未定 

（３）参加者     各地区選抜選手・参加を希望する指導者 

（４）内 容   各地区選抜選手による練習及びゲーム 

 

２ 第 2回神奈川県ミニバスケットボールサマーフェスティバル  

（１）日 時   ８月１６日（日） 

（２）会 場   ひらつかサン・ライフアリーナ 

（３）参加者   各地区選抜選手９６名(男子４８名、女子４８名) 

 （４）内 容   県育成センター参加者の選出 

 

３ 第３４回横浜バスケットボールフェスティバル 

（１）日 時   １２月２０日（日） 

（２）会 場   横浜武道館  

（３）参加者   各地区選抜選手(男子６０名、女子６０名) 

 

※1～３はコロナウイルス感染拡大防止のため実施せず。 

 

４ 神奈川県優秀選手選考 

○各地区男女 1名ずつ選考。 

 

 

５ 招待大会チーム派遣 

 

○第２９回横須賀カップ 

（１）日 時   未定  

（２）会 場   未定 

（３）推薦チーム 西部地区より男女チームを推薦 

 

○第２１回小田原カップ・ミニバスケットボール大会 

（１）日 時   未定  

（２）会 場   南足柄市体育センター 

（３）推薦チーム 中部地区、南部地区より男女チームを推薦 

 

○第２３回ひらつか七夕カップミニバスケットボール大会 

（１）日 時   未定 

（２）会 場   ひらつかサン・ライフアリーナ 

（３）推薦チーム 北部地区より男女チームを推薦 

 

※招待大会はコロナウイルス感染拡大防止のため中止。 
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２０２０（令和２）年度 広報委員会 活動報告 

 

 

 

１ 横浜市名簿作成・配布 

      

          ５月  名簿集約 

 

          ６月  名簿作成、協議、業者への依頼 

 

     ７月  名簿校正、業者との最終打ち合わせ→製本へ 

 

  ９～１０月  配布→各地区ごと 

 

 

 

２ ホームページ運営 

      

          各委員会情報を掲載 

 

      各地区の情報等を掲載 
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２０２０（令和２）年度 渉外普及委員会 活動報告 

 

 

４月  ・（株）モルテンにボール協賛依頼：（コロナ禍で協賛無し） 

     ・（株）アンビション（Ｔシャツ販売）に協賛依頼：（協賛有り） 

     ・（株）Ｐ＆Ｐ浜松（写真販売）に協賛依頼：（コロナ禍で協賛無し） 

     ・横浜市ミニバスケットボール連盟オリジナルＴシャツ注文開始 

 

 

 

５月  ・オリジナルＴシャツ販売申込み枚数確認・発注（５/２９） 

 

 

 

６月  ・横浜市ミニバスケットボール連盟名簿プログラムの協賛会社送付 

 

 

 

７月  ・オリジナルＴシャツ購入者宅配送（７/１０～７/１５） 

 

 

 

９月  ・横浜市大会出場チーム撮影（Ｐ＆Ｐ浜松）支援（９/２１～９/２３、６会場） 

 

 

 

２月  ・新年度オリジナルＴシャツ販売価格・デザイン交渉開始 
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２０２１（令和３）年度 競技委員会 活動計画（案） 

 

 

 

１． 第４５回横浜市ミニバスケットボール決勝大会  

（兼 第４３回関東ミニバスケットボール大会 神奈川県予選 横浜支部予選） 

（兼 第５３回全国ミニバスケットボール大会 神奈川県予選 横浜支部予選） 

 

抽選会 １１月７日（日）・・・各地区代表による責任抽選 

 

１１月１３日（土）  市内小学校他 

１１月１４日（日）  市内小学校他 

１１月２０日（土）  市内小学校他 

１１月２１日（日）  市内小学校他 

１１月２３日（月・祝） 市内小学校他 

１１月２７日（土） 市内小学校他 

１１月２８日（日） 市内小学校他 

１２月 ４日（土） 市内小学校他 

１２月 ５日（日） 市内小学校他 

  

・出場チーム数   男子＝２４   女子＝２４ 

 ・各地区の登録チーム数による比例代表制とし、出場チーム枠は７月の理事会で決定いたします。 

 

 

＜会場に関するお願い＞ 

年々、スポーツセンターの確保が困難になってきております。会場確保に一層のご協力をお願いいたします。 

 

 

 

＜参考１＞ 

・第４２回神奈川県ミニバスケットボール決勝大会 

チャレンジカップ兼 第４３回関東ミニバスケットボール大会 神奈川県予選 

兼 第５３回全国ミニバスケットボール大会 神奈川県予選 

フレンドシップカップ 

 

・第４３回関東ミニバスケットボール大会 

令和４年３月５日～６日 南足柄市体育センター・小田原アリーナ 

 

・第５３回全国ミニバスケットボール大会 

令和４年３月（日程・会場 調整中） 

 

＜参考２＞ 

・前期リーグ：４月～６月 各ブロック単位で１チーム６試合以上 

 

・後期リーグ：９月    以下の単位で１チーム３試合 

① 川崎･横浜北 ②横須賀･横浜南 ③横浜中･横浜西 

 

（注）活動計画は新型コロナウイルスの影響で変更になる可能性があります。 
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２０２１（令和３）年度 審判委員会 活動計画（案） 
 

 

 

１ 活 動 方 針 

   

（１） 神奈川県バスケットボール協会 U12部会審判グループからの伝達事項の徹底 

   （２） 横浜バスケットボール協会審判委員会からの伝達事項の徹底 

   （３） Ｂ級、Ｃ級、Ｄ級審判員の指導と育成 

   （４） Ｅ級および帯同審判員への指導と育成およびＴ．Ｏ指導 

   （５） 若手レフリーの発掘と育成 

   （６） 審判割り当ておよび派遣 

   （７） 研修会の企画、立案 

 

 

２ 審判研修会 

 

第１回 日時・会場  日程・会場未定 

              対 象  Ｂ級、Ｃ級、Ｄ級および各地区連盟強化審判員 

              内 容  座学による研修 

 

第２回 日時・会場  日程・会場未定（南部） 

日程・会場未定（中部） 

日程・会場未定（西部） 

日程・会場未定（北部） 

              対 象  各地区連盟所属帯同審判員（各地区との合同研修会） 

              内 容  初級：基本的なシグナルの確認、基本的な動き方の説明、実技 

                       中級：基本的なシグナルの確認、ケーススタディー 

 

第３回 日時・会場   ６月下旬～７月上旬 会場未定 開始時刻未定（次期Ｃ級、Ｄ級セレクション） 

              対 象  Ｄ級審判員、各地区連盟強化審判員 

              内 容  実技研修、各試合終了後に講師を中心にミーティング 

 

第４回  日時・会場  １０月下旬～１１月上旬 会場未定 開始時刻未定（横浜市ミニバスケットボール決勝大会に向けて）  

              対 象  Ｃ級、Ｄ級および各地区連盟強化審判員 

              内 容  実技研修 

       

第５回  日時・会場  １１月１３日（土）市内小学校他    １４日（日）市内小学校他 

２０日（土）市内小学校他    ２１日（日）市内小学校他 

２３日（月・祝）市内小学校他  ２７日（土）市内小学校他 

２８日（日）市内小学校他     

１２月 ４日（土）市内小学校他     ５日（日）市内小学校他 

              対 象  Ｂ級、Ｃ級、Ｄ級および各地区連盟強化審判員 

              内 容  第 45 回横浜市ミニバスケットボール決勝大会を使用しての実技研修 
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３ 審判派遣および研修会等参加者 

 

（１）神奈川県バスケットボール協会Ｃ級研修会参加者 

      榛澤 直行・中島 主税・岸本 令奈 

 

（２）横浜バスケットボール協会 次期Ｂ級候補者研修会参加者 

榛澤 直行・中島 主税・岸本 令奈・知念 正人・天沼 淳・佐藤 隆之 

 

 

４ 強化審判員 

 

（１）Ｄ級  

児島 綾乃・菅原 静香・斎藤 誠和・稲増 龍之介・岩村 庸平・中澤 昌彦 

増田 修・望月 康平・石田 友彦・菅原 凌・上野 知子・大松 英晃 

細井 貴裕・亀田 勝己・山田 智慧・谷 康裕 

 

（２）地区強化審判員 

北部地区 鈴木 駿輔 

中部地区 永田 裕貴 

南部地区 鈴木 祐輔・阿部 弘之・鈴木 秀忠・石田 健・山元 康史 

西部地区 伊東 豊一・細島 潤・石山 和樹 

 

 

 

 

 

 

（注）活動計画は新型コロナウイルス感染症の影響で変更になる可能性があります。 
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２０２１ (令和３)年度 技術委員会 活動計画（案） 

 

 

 

１ 横浜市選抜選手横浜支部交歓会 

（１）日 時   ７月上旬  

（２）会 場   未定 

（３）参加者     各地区選抜選手・参加を希望する指導者 

（４）内 容   各地区選抜選手による練習及びゲーム 

 

２ U12DC地区交流会  

（１）日 時   ８月８日（日） 

（２）会 場   ひらつかサン・ライフアリーナ 

（３）参加者   各地区選抜選手９６名(男子４８名、女子４８名) 

 （４）内 容   県育成センター参加者の選出 

 

３ 第３７回横浜バスケットボールフェスティバル 

（１）日 時   １２月１９日（日） 

（２）会 場   横浜武道館  

（３）参加者   各地区選抜選手(男子６０名、女子６０名) 

 

４ 横浜地区合同ユース育成センター交流戦２０２１ 

（１）日 時   ３月２１日(日) 

（２）会 場   未定 

（３）参加者   各地区選抜選手(1月～2月選考) 

（４）内 容   U12、U13、U14、U16による交流戦 

 

５ 神奈川県優秀選手選考 

○男女選出 

 

６ 招待大会チーム派遣 

 

○第２９回横須賀カップ 

（１）日 時   未定  

（２）会 場   未定 

（３）推薦チーム 西部地区より男女チームを推薦 

 

○第２１回小田原カップ・ミニバスケットボール大会 

（１）日 時   未定  

（２）会 場   南足柄市体育センター 

（３）推薦チーム 中部地区、南部地区より男女チームを推薦 

 

○第２３回ひらつか七夕カップミニバスケットボール大会 

（１）日 時   未定 

（２）会 場   ひらつかサン・ライフアリーナ 

（３）推薦チーム 北部地区より男女チームを推薦 

 

（注）活動計画は新型コロナウイルス感染症の影響で変更になる可能性があります。 
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２０２１（令和３）年度 広報委員会 活動計画（案） 

 

 

 

１ 横浜市名簿作成・配布 

      

          ４月  名簿集約 

 

          ５月  名簿作成、協議、業者への依頼 

 

     ６月  名簿校正、業者との最終打ち合わせ→製本へ 

 

       ８月  配布→各地区ごと 

 

 

２ 大会結果掲載 

 

      各大会の結果を神奈川新聞社へ掲載の依頼 

 

      ホームページへの掲載 

 

 

３ ホームページ運営 

      

          各大会情報（大会要項、結果、インタビュー等）を掲載 

 

各委員会情報を掲載 

 

      各地区の情報等を掲載 

 

     

    ホームページアドレス 

     http://www.yokohamamini.com/ 

 

 

（注）活動計画は新型コロナウイルス感染症の影響により変更になる可能性があります。 

 

http://www.yokohamamini.com/
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２０２１（令和３）年度 渉外普及委員会 活動計画（案） 

 

 

 

４月  ・（株）モルテンにボール協賛依頼 

     ・（株）アンビション（Ｔシャツ販売）に協賛依頼 

     ・（株）Ｐ＆Ｐ浜松（写真販売）に協賛依頼 

     ・横浜市ミニバスケットボール連盟オリジナルＴシャツ注文開始 

 

 

 

５月  ・オリジナルＴシャツ販売申込み枚数確認・発注（５月末） 

 

 

 

６月  ・横浜市ミニバスケットボール連盟名簿プログラムの協賛会社送付 

 

 

 

７月  ・オリジナルＴシャツ購入者宅配送（７中旬） 

 

 

 

９月  ・横浜市決勝大会出場チーム撮影（Ｐ＆Ｐ浜松）支援 

 

 

 

１１月 ・横浜市決勝大会・支部大会結果の協賛会社送付 

 

 

 

２月  ・新年度オリジナルＴシャツ交渉開始 

 

 

      

 

（注）活動計画は新型コロナウイルス感染症の影響により変更になる可能性があります。 
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競　技 ○大松　英晃 汐見台 総　務 下野　仁司 大原北

 同 長澤　元 篠原 同 高井　聡志 東汲沢

 同 中澤　昌彦 中和田 同 石井　紀光 一本松

審　判 ○熊耳　毅 永田台 競　技 伊藤　啓 川井

 同 ○増田　義人 金沢８８ 南部ブロック審判長 同 椎屋　英二 森の台

 同 中島　定治 長津田第二 北部ブロック審判長 同 高田　徳雄 藤の木

 同 菅原　健一 左近山 中部ブロック審判長 同 山元　竹史 左近山

 同 鈴木　潤 飯田 西部ブロック審判長 同 宮津　 良太 東中田

技　術 ○鈴木　直樹 中白根 審　判 津島  周平 山内

 同 〇佐々木　淳一 東希望が丘 同 塩見　信彦 鶴ヶ峰本町

 同 菅澤　隆浩 豊田 同 斎藤　誠和 上菅田

 同 菊地　加代子 六ッ川 同 豊田　雄輝 戸塚

 同 結城　みゆき ラビッツ 同 久代　真紀 六浦南

 同 若土　順次 川井 同 知念　 正人 都岡

広　報 ○楠　　英悟 西部連盟 技　術 中嶋　祥伍 鳥が丘

 同 平塚　智 レッズ宮前 同 吉澤　文彦 ビッグハリケーン

 同 稲増　龍之介 さちが丘 同 谷　　康裕 ソサエティーＪr

 財 務　 ○天沼　淳 大正 同 水野　美須子 藤の木

 同 山元　康史 洋光台サンライズ 同 奥山　紀子 菊名

 同 上野　知子 若葉台 同 佐藤　有香 YAMASHITA

 同 木村　聡子 山内 同 佐久間　大介 二ツ橋

渉外・普及 ○鈴木　実 今宿 同 坂下　俊一 鶴ヶ峰

 同 山岸　哲也 大鳥 財　務 窪田　裕美子 西部連盟

同 西ヶ谷 圭子 菊名

同 来海　静恵 都岡

保護者会代表 同 佐久間　次男 屏風浦

北　部 稲葉　由希恵 鉄 渉外・普及 増田　香 金沢８８

中　部 輪湖　 香代子 東急白根 同 小林　禎 片倉

南　部 吾孫子 エミ 港南台 会計監査 福田　昭 HIKARI MIGHTY jr

西　部 平　　将伍 大坂台 同 新村　武士 南部連盟

２０２１(令和３)年度　横浜市ミニバスケットボール連盟役員（案）

渉外・普及委員長

元横浜市ミニ連盟理事長
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土 日 土 日 火休 土 日 土 日
11/13 11/14 11/20 11/21 11/23 11/27 11/28 12/4 12/5

男子
女子

土 日 土 日 火休 土 日 土 日
11/13 11/14 11/20 11/21 11/23 11/27 11/28 12/4 12/5

男子 西部 ○○ミニバスケットクラブ △△小学校 運 他 修宿 11/27合唱コンクール
↑

複数の行事が重なっている場合はこのように入力してください。

・ 所属ブロック・・・北部、中部、西部、南部のいずれかを入力してください。 2021年5月7日（金）までに下記の各ブロック競技役員にEメールにて提出願います。
・ チーム名・・・チーム名を記載してください。 尚、提出はこのエクセルファイルにてお願いします。（PDFや他の形式では受付できません。）
・ 学校行事考慮校名・・・チーム構成校のうち、横浜市ミニ連大会で学校行事を考慮して欲しい1校を選択し記載してください。
・ 学校行事考慮校行事記載欄 北部 ： 長澤 gen_09_060227@yahoo.co.jp

　今年度の横浜市ミニ連大会を計画している日付をすべて記載してありますので 中部 ： 山元 creampuff-b.pp-n4_h6@docomo.ne.jp
　記載例のように下記の略号を入力してください。（下記略号以外は使用しないでください。） 西部 ： 中澤 mn.mou.real.sp@gmail.com

略号 南部 ： 大松 hide.daimatsu@gmail.com
運
修
宿
学

※ 土
※ 他 その他学校行事　→内容は備考欄に記載してください。

※の行事については、考慮できない場合があります。

～補足・注意事項～
・ 学校行事考慮校は主体校でなくても構いません。
・ 学校行事考慮校以外の行事を含めて記載することは絶対にやめてください。
・ 学校行事考慮校の年度途中での変更はできません。
・ 土曜日授業校は土曜参観に含みます。
・ 運動会予備日については考慮しませんので記載する必要はありません。

備考

備考

土曜参観　
学習発表会　
5年宿泊体験

横浜市決勝大会期間
学校行事考慮校行事記載欄

学校行事考慮校行事記載欄

修学旅行
運動会

行事内容

学校行事考慮校名チーム名

横浜市決勝大会期間

～提出先～～項目説明～

～記載例～

2021（令和3）年度　横浜市ミニバスケットボール連盟 学校行事調査シート

男女
所属

ブロック
チーム名 学校行事考慮校名

所属
ブロック

男女
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２０２１（令和３）年度 横浜市ミニバスケットボール連盟 

帯同審判登録書 

 

横浜市ミニバスケットボール連盟に加盟登録チームは、必ず帯同審判員として１名以上の審判

員を登録してください。                            

 

チーム名  

地区連盟 北部 ・ 中部 ・ 西部 ・ 南部 地区連盟 

 

※ 横浜市ミニバスケットボール連盟審判委員会における個人情報の利用目的は研修会の案内、

審判割り当てに対する連絡等、審判活動に関する範囲内で登録された個人情報の提供および利

用致します。 

審 判 員 名 連 絡 先 

個人情報の提供および利用につい

て同意します 

 

○印  

電話番号                  携帯番号  

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 

男子 ・ 女子 

審判ライセンス A 級・B 級・C 級・D 級・E 級・資格無 

審 判 員 名 連 絡 先 

個人情報の提供および利用につい

て同意します 

 

○印  

電話番号                  携帯番号  

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 

男子 ・ 女子 

審判ライセンス A 級・B 級・C 級・D 級・E 級・資格無 

審 判 員 名 連 絡 先 

個人情報の提供および利用につい

て同意します 

 

○印  

電話番号                  携帯番号  

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 

男子 ・ 女子 

審判ライセンス A 級・B 級・C 級・D 級・E 級・資格無 

※ 審判員名は、本人自署の場合は押印不要です。印字した場合は必ず押印してください。 

※ 提出は各地区連盟審判委員会に、後日指定する期日までにご提出ください。 

※ 公認審判員の方は審判ライセンスの欄に○をしてください（コーチライセンスではありま

せん）。 

※ 審判員ごとに、男子・女子該当する方に◯をしてください。男女の場合は、両方に◯をして 

ください。 



　

チーム連絡先名

4年生

冊
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チームのあゆみ
No

人数選択

チームの目標

学年 身長氏名
選手

チームの結成から現在までを記入

最寄り駅からの経路を簡潔に

主に活動している場所、学校名

チームマーク

チームマーク添付

保護者　代表名

保護者代表者氏名を記入

保護者代表及び指導者代表

記入自由

正式名称で記入、愛称は（　　）書きで

写真添付

記入自由

 コーチ連絡先

チーム名 男女選択 地区選択

活動場所

帯同審判名

人数選択

人数選択

別紙審判登録書と一致すること

自チーム会場までの交通手段

部員数

1年生

2年生

3年生

5年生

6年生

人数選択

人数選択

人数選択

Aコーチ名

コーチ名

希望注文冊数

常時活動やレクリェーション・行事などを記入
主な活動目標と内容

備考／連絡先等 練習試合の窓口となる指導者名　連絡先があると望ましい

横浜市ミニバスケットボ−ル連盟会員名簿原稿用紙会員名簿原稿の手引き

☎

e-mail

e-mail他

選手人数が多い場合はセルを追加して記入してください。

チームの写真データを添付してください。

（※サイズは印刷業者様で調整します。）

チームマークのあるチームは

【確認事項】

名簿原稿用紙の下段にある「希望注文冊数」に記入してください。

１冊 ７５０円

各地区の秋季大会抽選会時（７月頃）に集金をしますので、受付時に代金をお支払い

下さい。

配布は８月頃を予定しています。

原稿は各地区広報委員へ、e-mailでご返信ください。

ファイル名は、【チーム名_男子】【チーム名_女子】と男女別に分けて作成して下さい。

男女選択と地区選択は、記入ではなく選

択できるようになっています。

セルをクリックすると右横にリストを

選ぶマークが出ます。

そこから選択するようにしてください。



　

チーム連絡先名

4年生

冊希望注文冊数

主な活動目標と内容

備考／連絡先等

横浜市ミニバスケットボ−ル連盟会員名簿原稿用紙

☎

e-mail

e-mail他

コーチ名

人数選択

Aコーチ名

活動場所

帯同審判名

人数選択

人数選択

自チーム会場までの交通手段

部員数

1年生

2年生

3年生

5年生

6年生

人数選択

人数選択

チームマーク

チームマーク添付

保護者　代表名写真添付

 コーチ連絡先

チーム名 男女選択 地区選択
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チームのあゆみ
No

人数選択

チームの目標

学年 身長氏名
選手
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２０２１年４月１１日 

ミニバスケットボールチーム代表様 

                      指導者様 

横浜市ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟 

会長 岩田  清 

２０２１年度 

横浜市ミニバスケットボール連盟公式ホームページにあたっての 

各チーム情報掲載希望調査 

 

  日頃のご指導及びご協力感謝申し上げます。 

現在、横浜市ミニバスケットボール連盟に於きましては、広報活動の一環としてインターネ

ットを利用した「WEBサイト」（ホームページ）を運営しております。 

また、公開にあたりまして横浜市ミニバスケットボール連盟登録のチーム皆様にご理解と

ご協力をいただきたくご連絡申し上げます。 

さしあたりまして、情報公開の中で「チーム紹介ページ」を予定しております。この中で、

チーム名、所属地区、指導者名、活動場所までは、できれば登録チーム全てを掲載したいと

考えております。しかしながら、セキュリティや個人情報保護の観点から、チーム連絡先な

どの追加情報も含めまして、掲載情報に関しましては、各チームの皆様の任意とさせていた

だくようにしたいと考えます。 

つきましては、お手数をおかけいたしますが、４月１８日(日)までに掲載希望の有無を下記書

式にてご申告いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

                   

《横浜市ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟公式ホームページ 掲載希望チーム情報申告票》  

地区名   

チーム名（男・女）   

指導者名（複数記入可）   

主な活動場所（学校名）   

上記四情報を    ・掲載希望する    ・掲載希望しない（○で囲んで下さい）  

  

      さらに、掲載希望追加情報（以下必要なところだけ記入して下さい）  

チーム連絡先住所 〒  －  

  

      氏名  

自宅電話:        FAX:         携帯･PHS:  

e-mail:  

HP-URL:                                        リンク希望・希望しない  

提出→2021年4月18日（日）までにメールにて各地区連盟広報担当へ 
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会員名簿への広告掲載のお願い 

 

 横浜市ミニバスケットボール連盟では、毎年、会員名簿に掲載する広告を募集しており 

ます。各チームのご協力をお願い致します。 

 

１. 広告料    表紙の裏全面    ２０，０００円 

Ａ４       ２０，０００円 

          Ａ５       １０，０００円 

          Ａ６        ５，０００円 

２. 締め切り   ５月３１日（月） 

 

３. 送信先    nanbukouho@gmail.com 

         担当：石田友彦 

（広告料のお支払方法につきましては、メールにて別途連絡させていただきます。） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

※広告画像データは、別途添付してメールをして下さい。          広報委員会 

チーム  

地区  

氏名  

電話  

メール  

住所  

mailto:nanbukouho@gmail.com


チーム名 地 区

氏 名

住 所

電 話

メール

合計金額 2400円× 0 枚 　+ 送料 0 = 0 円

SS S M L ２L ３L

ホワイト 0 枚

ブラック 0 枚

ゴールド 0 枚

ネイビー 0 枚

レッド 0 枚

ブルー 0 枚

グリーン 0 枚

総合計 0 0 0 0 0 0 0 枚

　　　　横浜銀行戸塚支店（359）普通1887999  横浜市ミニバスケットボール連盟

※申込書は横浜市ミニバス連盟のHPよりダウンロード後、必要事項を記入の上、お申し込みください。

合計

西部

2021年　横浜市オリジナルTシャツ申込書（チーム別購入枚数）

　 月　日振込予定日※送料：１５枚以上無料、１４枚以下は 830円 負担願います。

代表者

・西部地区　　井崎　拓美　　izaizamail23@gmail.com

　尚、収益金の一部は、当連盟の活動費として会計に組み込ませていただいております。

２０２１年度 オリジナルＴシャツ販売のお知らせ

　２. 申込方法：　下記申込書に必要事項を記入の上、各地区連盟担当者へメールにて

新年度早々で恐縮ですが、各チームのご協力をお願いいたします。

　皆様には日頃より横浜市ミニバスケットボール連盟の活動にご理解とご協力をいただき、

心より感謝申し上げます。

　　　　購入・振込みに関する問い合わせは、（井崎）までメールにてお願いします。

　４. 締切日：　５月２８日（金）

いただきます。デザインはプロのデザイナーによるもので、毎年リニューアルされています。

また、生地素材も大変上質となっていて、お得な価格となっています。

　さて、本年度も当連盟では、オリジナルデザインのＴシャツを下記の要領にて販売させて

・北部地区　　小林　禎　　　hokubukmbc@gmail.com

・中部地区　　山岸　哲也    yama-05@mx7.mesh.ne.jp

　３. 代金支払い：代金については、チーム単位で下記口座に振込みをお願いいたします。

　　　　振込みの際、振込手数料もチームでのご負担をお願いいたします。

　　　　　　　　　申込みください。

　１. 価　格　：　２，４００円（税込）

・南部地区　　増田　香　　　nanbukouho@gmail.com
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