千葉県バスケットボール協会所属 JBA 公認 C 級，D 級，E 級審判員各位 新規 E 級審判ライセンス取得希望者各位

（一社）千葉県バスケットボール協会

専務理事

大野健男

審判・TO 委員長

三好啓太 〔公印略〕

「平成 28 年度 C，D 級審判審査会及び新規 E 級審判取得講習会（第 1 回地区講習会）のご案内」

平素より，千葉県バスケットボール協会の各種大会へご協力いただきありがとうございます。 平成 28 年度第 1 回地
区講習会を下記のとおり開催いたします。千葉県で活動される審判員の皆様 の審判技術の向上のため，ぜひご受講い
ただきますようご案内申し上げます。 また，日本バスケットボール協会では今年度より審判員の新ライセンス制度が
スタートしました。 （一社）千葉県バスケットボール協会では，地区講習会を使用して審判ライセンス取得講習会を
開催します。
下記のとおりご案内いたしますので，各ライセンス審査及び取得を希望される方はご受講いただ きますようお願い
申し上げます。
記

１．日本バスケットボール協会新審判ライセンス制度 新ライセンス制度の概要は日本バスケットボール協会の
ホームページにてご確認ください。
URL：

http://www.japanbasketball.jp/referee/licence

2．地区講習会概要
主催：（一社）千葉県バスケットボール協会
主管：千葉県バスケットボール協会 審判・TO 委員会
目的：JBA 公認 C 級，D 級審判審査並びに新規 JBA 公認 E 級審判のライセンス取得 JBA 公認 C 級，D 級，E 級審判
員の審判技術の向上を図る
テ ー マ：「1 対 1 の捉え方」，
「シリンダーとリーガル・ガーディング・ポジションの理解」
， 「審判の基本的な
約束と習慣」
講師：千葉県バスケットボール協会

審判委員会

普及育成部，指導強化部

講習時間：3 時間（参加人数によっては予定以上に時間かかる場合がありますのでご了承ください）
3．地区講習会受講対象者

千葉県で活動されている審判員で以下の(1)～(4)に該当する方

(1)JBA 公認 C 級審判ライセンスの取得を希望する方
(2)JBA 公認 D 級審判ライセンスの取得を希望する方
(3)JBA 公認 E 級審判ライセンスの取得を希望する方
(4)JBA 公認 C 級，JBA 公認 D 級，JBA 公認 E 級審判員
※取得を希望する審判ライセンスによって前提条件，講習内容が異なります。
詳細は添付資料「平成 28 年度審判員ライセンス取得方法のご案内」をご確認ください。
※新規に審判活動を行う方は活動の母体となる連盟に必ず所属してください。連盟の所属方法は「11．連盟の所
属について」をご参照ください。
4．講習内容
(1)講義(60 分)（C 級，D 級，E 級審判員、C 級，D 級，E 級取得希望者共通）
(2)実技（C 級，D 級，E 級審判員、C 級，D 級，E 級取得希望者共通）
(3)ルール・テスト（C，D 級審判審査対象者のみ）

5．地区審判講習会開催日，担当地区指導員
〈第 1 地区〉○市原・木更津・君津・袖ヶ浦・富津
期日：7 月 24 日（日）13：00～
会場：拓殖大学紅陵高等学校
地区指導員：久保大空（高体連）

連絡先：bigsky613@gmail.com

〈第 2 地区〉○南房総・鴨川・館山・安房郡
期日：8 月 28 日（日）13：00～
会場：千葉県安房西高等学校
地区指導員：庄司周平（ジュニア連）

連絡先：okamatu0504@gmail.com

〈第 3 地区〉○茂原・勝浦・長生・いすみ
期日：7 月 18 日（月）8：00～
会場：千葉県立東金商業高等学校
地区指導員：山本泰子（高体連）

連絡先：ymmtysk0704@yahoo.co.jp

〈第 4 地区〉○銚子・東金・旭・匝瑳・山武・香取
期日：9 月 3 日（土）8：00～
会場：千葉県立匝瑳高等学校
地区指導員：金杉恭尚（高体連）

連絡先：knsg_83@yahoo.co.jp

〈第 5 地区〉○千葉
期日：7 月 31 日（日）13：30～
会場：千葉県立犢橋高等学校
地区指導員：高橋亮介（高体連）

連絡先：ryo_takahashi12@yahoo.co.jp

〈第 6 地区〉○船橋
期日：8 月 7 日（日） 14：00～
会場：千葉県立船橋法典高等学校
地区指導員：野田祐介（ミニ連）

連絡先：ynoda-2@ksj.biglobe.ne.jp

〈第 7 地区〉○習志野・佐倉・八千代・四街道・成田・八街・白井・印西・冨里・印旛
期日：7 月 17 日（日）9：00～
会場：千葉県立八街高等学校
地区指導員：高橋克典（クラブ連）

連絡先：mikatsunori@yahoo.co.jp

〈第 8 地区〉○鎌ヶ谷・浦安・市川・柏・我孫子・松戸・流山・野田
期日：9 月 4 日（日）14：00～
会場：麗澤高等学校
地区指導員：林原

潤（ジュニア連）

連絡先：jh_nagarekawa@yahoo.co.jp

6．申込方法 地区審判講習会の参加には，各連盟より送付される，
「申込フォーム」から申込をしてください。ご自
身の活動地区でご都合がつかない場合は他の地区でお申し込み いただくことも可能です。
※申込フォームは，送信完了メールは送付されません。
※1 人で 2 度申込フォームを送信しないでください。申込内容に変更，修正があった 場合は，所属している
連盟の総務担当者に直接連絡してください。
7．申込時の注意事項
(1)C 級審判審査対象者
C 級審判は連盟より通知された方を対象に審査を行います。対象の方は申込フォームより受講目的「C 級審判審査
のため」を選択してください。

(2)D 級審判審査対象者
D 級審判審査を希望する方は申込フォームより，受講目的「D 級審判審査申込」を 選択してください。
(3)新規 E 級審判資格を取得希望する方
申込フォームより，
「新規 E 級取得申込」を選択してください。 (4)JBA 公認 C 級，D 級，E 級審判員で受講する方
（審査対象以外）申込フォームより，
「上記 3 つ以外の目的（審判の技術の向上を図るため）」を選択してください。
8．申込締切 開催地区

申込締切日

7 月開催地区
＜第 3 地区，第 7 地区＞

7 月 10 日（日）

＜第 1 地区，第 5 地区＞

7 月 20 日（木）

8 月開催地区
＜第 2 地区，第 6 地区＞

7 月 22 日（金）

9 月開催地区
＜第 4 地区，第 8 地区＞

8 月 26 日（金）

9．審査結果
(1)C 級審判審査対象者 ・審査結果は各連盟から通知します。
・審査の結果通知後，合格者は「Team-JBA」からライセンスの登録申請を行ってください。
・毎年更新手続きと更新料（C 級審判員 6,200 円）が必要となります。
※現在ライセンスを取得している方は，年度内のライセンス変更の登録料の差額の支払いが必要です。［例：現在，
D 級審判で登録→C 級審判合格の場合：差額 2,000 円］
(2)D 級審判審査対象者 ・審査結果は各連盟から通知します。 ・審査の結果通知後，合格者は「Team-JBA」からライ
センスの登録申請を行ってください。
・毎年更新手続きと更新料（D 級審判 4,200 円）が必要となります。
※現在ライセンスを取得している方は，年度内のライセンス変更の登録料の差額の支払いが必要です。［例：現在，
E 級審判で登録→D 級審判合格の場合：差額 1,500 円］
(3)新規 E 級審判ライセンスを取得希望する方
・登録料は新規登録時のみ 2,700 円で，更新登録料は発生しません。
・地区審判講習会を受講後，公益財団法人日本バスケットボール協会会員登録管理システム「Team-JBA」

からラ

イセンスの登録申請を行ってください。詳しい登録方法は講習会の当日にご案内いたします。
10．審査会・講習会参加時のお願い
(1)ファンダメンタル，実技を受講される方は，笛，運動のできる準備をしてください。
(2)飲物等は各自準備をしてください。
(3)筆記用具，持っている方は競技規則とレフェリーズ・マニュアルを持参してください。
(4)会場によっては，十分な駐車場を確保できない場合があります。
(5)「CBA 地区講習会連絡ブログ」ホームページに各地区の案内の詳細，最新情報を掲載します。
地区講習会前日までに必ずご確認ください。http://blogs.yahoo.co.jp/cbatikukousyukai
11．連盟の所属について
(1)現在，連盟に所属していない方は下記を参考にしていただき，所属を希望する連盟審判長へメールにて
してください。
(2)地区講習会の申込は所属される連盟を通じて行ってください。
ミニ連盟
審判長

ミニ・バスケットボールのチーム関係者や主にミニ連盟の大会に携わる審判員
相木 康岳

連絡先

aiki_japan505@yahoo.co.jp

※主な活動場所に変更があった場合は，所属連盟を通じて移籍手続きをしてください。

連絡を

12．その他
(1)当日やむを得ず地区審判講習会を欠席される場合は各地区指導員へメールにて連絡してください。
(2)日程，会場等は上記のブログにて確認してください。
(3)今回は「第 1 回地区審判講習会（7 月～9 月）」開催のご案内です。
「第 2 回地区審判講習会」は 10 月以降に開催予定ですので，別途ご案内します。
13．お問い合わせ 地区審判講習会全般についてご不明な点がありましたら，
［氏名，所属連盟，連絡先］を明記の上，
下記メールアドレスにお問合せください。
［地区講習会専用アドレス］cbakousyukai@yahoo.co.jp

