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会長あいさつ
2019年、平成最後の年となりました。今年は、己亥
（つちのとい）の年となります。十干によると、己（つち
のと）は6番目の年で、草木が十分に生い茂って整然
としている状態を指し、次の準備をする年とされてい
ます。また、十二支によると、亥（い）は冬の季節を指
し、草木が発芽に備えて固い殻の中でエネルギーを
蓄えている状態を指します。つまり、『己亥の年』は、
内部の充実を心がけ、次の段階を目指す準備をする
年となります。
それでは、次の段階とは何を指すのでしょうか。そ
れは、取りも直さず『77回栃木国体』の成功を指しま
す。国体を成功させるためには、スムーズな競技会
運営と選手強化の成功が鍵を握ります。
栃バ協としては競技会運営について、宇都宮市、
宇都宮市バスケット協会、社会人連盟やU18カテゴ
リー部との連携・協力を図り万全の態勢で臨みます。
選手強化の鍵を握るのは、U16の強化となります。
今年10月に開催される茨城国体より、少年種別の参
加年齢区分がU16（高校1年生）となります。2022年栃
木国体の時U16となるのは、今年4月に中学1年生と
なる子どもたちです。現在、県ミニ連と強化部が中心
となってU12の発掘・育成に努めています。1/20（日）
に行われた第50回全国ミニバスケット大会県予選会
の決勝戦では、栃木国体を担う選手たちが躍動し、
コート内を縦横無尽に走り回り、1点を競う好ゲーム
が展開されていました。この選手たちをどう育て、栃
木国体を勝ち抜いていくのか、更には、将来、Bリー
グやWリーグで活躍していく選手の素地作りなどの課
題が山積みになっています。
栃木国体開催までには約3年9か月の準備期間が
ありますが、この期間の成果が国体成功を大きく左
右することになります。 栃バ協といたしましては、こ
の1年を『己亥』の年に因み、国体成功に向けた実施
計画を描く『夢の構築』として、一歩一歩確実に前進
させてまいる所存です。
皆様方におかれましては、更に一層のご支援を賜り
たく、心よりお願い申し上げます。

一般社団法人 栃木県バスケットボール協会
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事業紹介（3×3委員会）
2019年11月2・3日（土・日）に、『３×３ FIBA ワー
ルド ツアー ファイナル 宇都宮 2019』が宇都宮
二荒山神社参道で開催されます。この大会は、世界
12のエリアで行われた『ワールドツアー マスターズ』
の各々優勝した12チームによって、世界 №１の3×3
クラブチームを決定する大会です。

〒320-0074 宇都宮市細谷町６７４－３
TEL・FAX０２８－６４３－７１１７
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『ファイナル 宇都宮 2019』は、2020年東京オリン
ピックから正式種目となった3×3の前哨戦として、世界
中の注目を集めるとともに、FIBAを代表するプレイヤー
が一堂に参集します。また、開催期間中に、宇都宮城
址公園では『餃子まつり』、オリオンスクエアでは『ジャ
ズフェスティバル』が同時開催され、国内はもとより世
界各国から大勢の観客が訪れ、宇都宮の中心街は
未だかつてない程のお祭り騒ぎで賑わいます。

2018 FIBA 3×3ワールドツアー 宇都宮マスターズ（7.28-29）より
写真提供：宇都宮マスターズ実行委員会

2018 FIBA 3×3ワールドツアー 宇都宮マスターズ（7.28-29）会場

写真提供：宇都宮マスターズ実行委員会

2016年∼2018年に宇都宮市で3年連続で開催され
た『３×３ FIBA ワールドツアー 宇都宮マスターズ』
では、このファイナルステージに出場するために、世
界から11カ国14チームが参加しました。日本からは、
岡山と宇都宮（BREX）が参加しましたが、ファイナル
進出はなりませんでした。

昨年開催された『ワールドツアー 宇都宮マスターズ』
では、同時に『FIBA U23 ネイションズ リーグ』も開催さ
れました。この大会は、FIBAが各国の若手選手たちの
育成・強化をサポートするプログラムの一環として2017
年から開始され、日本はアフリカ＆アジア カンファレン
スに属しています。男女の日本代表が参加して、女子
代表が優勝しました。3×3委員会は、この両方の国際
大会に、TO・スタッツ・審判員等の競技役員として参加
しました。特に、『FIBA U23 ネイションズ リーグ』では、
『マスターズ宇都宮』の過去3年間の実績により、FIBAか
ら高い評価を受けました。2020年東京オリンピックでは、
競技役員として参加できるのではと、期待しています。
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大会結果(7月～1月)
7月 第1回日本社会人レディース交流大会(小田原市)
栃木オールスターズ出場
8月 インターハイ(名古屋市)
男子：文星芸大附属高校(2回戦)

1月

BREX：天皇杯 準優勝
BリーグU15フレンドリーゲーム2019（前橋市）
U15栃木ブレックスユース 優勝
関東ミニバスケットボール大会 （千葉市）
男子：姿川第二 ブロック別3位グループ 3位
：峰 ブロック別3位グループ 1位
女子：宮の原 ブロック別1位グループ 優勝
：城山 ブロック別3位グループ 2位
第50回全国ミニバスケット大会県予選

女子：矢板中央高校（1回戦)

関東中学(前橋市) 陽南中女子：3位 全中へ出場
全国中学校(防府市・山口市） 陽南中女子：ベスト16
国体関東ブロック
少年女子(1回戦) 成年男子(1回戦) 成年女子(2回戦）

県高校1年生大会
優勝した女子日本代表チーム

男子：優勝 宇工 2位 栃高 3位 文星芸附高・宇商
女子：優勝 白鷗足利 2位 文星女 3位 小城南・宇中女

3×3委員会メンバー
写真提供：宇都宮マスターズ実行委員会

また、『宇都宮マスターズ』の開催では、3×3の普
及を図るため、前座試合として『U12 3×3 エグゼ
ゲーム イン 宇都宮』を開催しました。リングの高さは
3.05ｍ、ボールは重いFIBA公認球を使用して行いま
した。当初、シュートがリングに届かないのではない
かと危惧されましたが、きれいなアーチをかけ、果敢
に2点シュートにチャレンジする姿に頼もしさを感じる
とともに、スクリーンプレイ、ドライブイン、ディフェンス
のヘルプ・ローテーションなどのプレーは、5×5のレベ
ルアップにも繋がると実感しました。

男子：小山南高チーム

ウインターカップ県予選
第43回県ミニバスケット大会
男子：優勝 姿川第二 2位 峰 3位 宮の原 4位 姿川中央
女子：優勝 宮之原 2位 城山 3位 足利南 4位 鹿沼中央

関東女子学生リーグ(1部) 白鷗大学 3位
関東男子学生リーグ(1部) 白鷗大学 6位
第94回天皇杯・第85回皇后杯2次ラウンド（ブレアリ）
白鷗大学男子部・女子部が出場(1回戦）
BREX：新潟を破りファイナルステージ進出
第70回全国大学選手権(東京)
男子：白鷗大学7位
女子：白鷗大学3位
ウインターカップ2018(東京)

9∼10月
8∼11月
12月

写真提供：宇都宮マスターズ実行委員会

今年11月に開催される『ワールドツアー ファイナル』
でもU12の大会を開催したいと思います。是非、皆様方
には応援観戦をお願いします。

県下高校新人大会
男子：優勝 宇工 2位 文星芸附高 3位 宇北 4位 宇高
女子：優勝 作新 2位 白鷗足利 3位 文星女高 4位 矢板中央
※ 男女とも、上位2校は、2月の関東新人大会へ出場

ブレックスカップ2019

女子：UCJ（宇中女チーム)

男子：優勝 鬼怒中 2位 南犬飼中 3位 一条中・小山中
女子：優勝 陽南中 2位 陽東中 3位 一条中・南河二中
11月

※男子：姿川第二 女子：宮の原 は、3月の第50回全国ミニバスケット大会へ出場

第73回国民体育大会(福井県) 少年男子(1回戦)
県中学校新人大会

男子：優勝 文星芸附高 2位 宇工 3位 大田原・小南高
女子：優勝 文星女高 2位 矢中央 3位 作新・白鷗足

U12男女の前座試合

男子：優勝 姿川第二 2位 宮の原 3位 峰・姿川中央
女子：優勝 宮の原 2位 北押原 3位 足利南・石橋シューターズ

9月 Bリーグ アリーカップ関東（ブレアリ） BREX 2位
第94回天皇杯・第85回皇后杯1次ラウンド（仙台市）
白鷗大学男子部・女子部2次ラウンドへ進出
3×3 U15・U18県選手権大会（トレセン）
U18優勝チームは日本選手権出場
10月

男子：文星芸附高（2回戦）

女子：文星女高（2回戦）

第94回天皇杯・第85回皇后杯ファイナル（さいたまスーパーアリーナ）

男子：優勝 一条中 2位 BREXユース 3位 明治中・豊田中
女子：優勝 陽南中 2位 一条中 3位 鹿沼西中・陽東中
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賛助会員の皆様方へ
2019年1月末現在、BREXは28勝7敗勝率8割という
好成績で東地区2位となっています。田臥選手・喜多
川選手の負傷欠場が続いていますが、比江島選手
の加入もあり、チーム力が数段にアップしています。
今後、比江島選手がBREXのスタイルに馴染んで
くれば東地区首位奪還、CS優勝へと邁進すること
は疑う余地もありません。協会としましては、皆様方
に会場に足を運ばれ熱い声援をいただいきたいと
思っておりますが、協会席観戦の応募状況も、皆様
方の希望にそぐわない場合も出てきております。協
会席を応募される場合には、応募の方法を再度確認
され、募集期間内に応募願います。
平成31年度も賛助会員の募集を行い、平成34年
第77回栃木国体へのジュニア選手育成強化を図り
「強いとちぎ」を目指してまいります。
何卒、皆様方の熱いご支援を、引き続き賜ります
よう、心よりお願い申し上げます。（2019.1.28）

