
   一般チーム 各位 

   (クラブ、実連、学連、家庭婦人) 

 
平成 24 年度･富山県バスケットボール協会『一般専門部』 

登録に際しての注意事項について 
 
    下記の事に留意の上、平成２４年度のチーム登録をお願いいたします。 
 
   １．H24 度登録について 

     ①登録チーム 

      ・春季大会出場するチームは登録するものとみなします。 
     ②登録方法について 

      ・平成 23 年度に登録されているﾁｰﾑは従来と同じ方法です。 
      ・『新規チーム』や昨年まで『県協会登録ﾁｰﾑ』に関しては、3/5 の抽選会 

       にて説明いたします。 

      ・すべてのチームはインターネットにて登録となります。 
      ・登録は H24.3/1 午前 11 時より開始 
      ・URL  http://team-jba.jp/  下記画面より 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ⅰ)Team JBA 概要・・全体の概要が書かれています 
       ⅱ)年度更新後の登録手続きｶﾞｲﾄﾞ・・23 年度登録したﾁｰﾑの方 
       ⅲ)ﾁｰﾑ登録ｶﾞｲﾄﾞ・・ID が要りますので 3/5 の抽選会にて説明いたします。 
       ⅳ)ﾒﾝﾊﾞｰ登録ｶﾞｲﾄﾞ・・初めて選手登録する方 
      ※熟読の上、登録をお願いします。 



     ・登録に際しての注意事項として 

      ⅰ)代表者の住所は 1 年間変更がない事が望ましい 

      ⅱ)代表者の住所が地区協会の場所となる(県体 2部の関係・市町村協会) 

      ⅲ) 初に登録したﾁｰﾑが一年間選手として出場できるﾁｰﾑ、年度内のﾁｰﾑ 

       間の移籍、ｶﾃｺﾞﾘｰ間の移籍は一切認めていません 

       また、春季大会に出場したﾁｰﾑが登録するﾁｰﾑです。春季大会は A ﾁｰﾑから 

       出て、登録は B ﾁｰﾑは認めません。 

      ⅳ)全国ｸﾗﾌﾞでは高校生が高校のﾁｰﾑに登録されていない場合は登録を認めて 

       いるが『同意書』、『管理』、『学校の同意書』等が必要である。管理は特に 

       制約が厳しいので注意。何か問題がおきたときはﾁｰﾑの責任問題となる 

       (親への直の確認や飲酒や送迎や深夜徘徊等々) 

      ※富山県では、学校にﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部がない選手のみ登録可能であります。 

      ⅴ)それでも代表者の住所が変更になった場合は、一般専門委員会に必ず 

       報告すること。⇒一般専門委員会より総務委員会・審判委員会へ報告します 

 

     ③登録料について 

      ・ﾁｰﾑ登録 25,000 円 ｸﾗﾌﾞ登録 5,000 円 個人登録 1,200 円/人 ※改定 
       12 人ならば 25,000+5,000+1,200×12=44,400 円となる 
      ・ｸﾗﾌﾞ、実連、学連、家庭婦人によってカテゴリーの登録料は変わります。 
      ・県協会のみの登録はなくなります。 

 

     ④登録に際して 

      ・富山県で登録して試合をするには、 
       ⅰ)選手の確保 ⅱ)帯同審判員 ⅲ)会場準備･片付け･TO が必要となる 
      ・近年、棄権ｹﾞｰﾑが多い事と、帯同審判員の質の低下、ﾁｰﾑ力(社会人として 
       のﾏﾅｰ等)の低下が顕著であると見ます。 
       世話する側から見ると、ﾁｰﾑは『ｹﾞｰﾑができればいい』とだけ思いがちで 
       審判がどうのこうのとか、片付けや体育館の使い方にまで気を配らなく 
       なってきているように感じる。 
       その上では、『ﾁｰﾑ力ｱｯﾌﾟ』=『棄権ﾁｰﾑがでない、帯同審判を空けない』= 
               『いい試合が展開される』=『次の世代に引き継いでいく』為に 

    ⅰ)登録人数について ⅱ)帯同審判について ⅲ)ｺｰﾁに関して 

        に関して、以下の事に留意されて登録をお願いいたします。 
  ⅰ)登録人数について 

      【試合は、申し込んだ大会のｹﾞｰﾑは棄権しないのが基本】 
       棄権の理由=『選手が集まらない』『仕事の都合で集まらない』 
         『風邪をひいて集まらない』  等々である。 
    ※社会人ﾁｰﾑは、仕事の都合やいろんな事を考えてﾁｰﾑ構成や選手を集めるのは 

     当たり前の事である。また、それに対応して大会に参加するのが社会人ﾁｰﾑ 

平成 23 年度は、計 12 ﾁｰﾑ･14 ｹﾞｰﾑが棄権となりました。 
 

 【確認事項①】 

  登録されるチームはゲームができる常識の範囲内での人数の登録をする事 
 

 【確認事項②】 

  棄権するチームが連絡なき場合や次の『棄権チームの確認事項』を怠っ 

  た場合はペナルティとして 10,000 円を科す。 



     棄権するﾁｰﾑの確認事項として 

      １．棄権する場合は試合日の前々日の午後 8 時迄に必ず一般専門部と 

        審判委員会の大会担当に知らせる事。 

        (代表者会議で担当の携帯をお知らせしています) 

      ２．試合の日、残っている者で TO は必ず行う(4 試合目の時はなし) 

      ３．帯同審判の割当ては必ず吹く 

     は各ﾁｰﾑ確認事項として認識しておいて下さい。 

 
  ⅱ)帯同審判について 

     ・参加チームには１大会、必ず１試合の帯同審判が割当てられます。 
      【帯同は必ず吹く=審判員･試合ﾚﾍﾞﾙ向上の観点から】 

平成 23 年度は、1 ﾁｰﾑが帯同審判を空けました。 
 

 【確認事項③】 

  帯同審判は各チーム２名以上県に登録する事 

  登録された方が必ず 1 年間帯同として割当ての試合を吹く 

審判委員会でその都度の追加登録は受付しています 
   【審判登録について】 
     ・まずは審判委員会に登録(3,000 円/年+ﾜｯﾍﾟﾝ 3,000 円/1 枚) 
     ・審判委員会には下記の地区の担当者がいます。 
 
      新川地区担当…澤田 仁 （勤務先）三菱レイヨン 
      富山地区担当…横山 毅 （勤務先）富山大学附属中学校 
      高岡地区担当…角谷 樹 （勤務先）上智 
      砺波地区担当…林 睦夫 （勤務先）南砺福光高校 
       ⇒富山県協会のﾒｰﾙで審判委員会宛に登録のお願いをする 

     ・登録された審判には『審判講習会』の案内がされます。(ﾚﾍﾞﾙ向上の為に 
      必ず参加(出席)されたし)⇒ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟしていくと県 A 級への昇格⇒日本公 
      認への昇格となります。 
 

  ⅲ)ｺｰﾁに関して 

    ・ｸﾗﾌﾞは北信越や全国大会、家庭婦人は全国大会、学連や実連、国体、ｳｨﾝﾀｰｶｯﾌﾟ 
     やﾐﾆ全国大会 等ではすべて『JBA ｺｰﾁ』が義務付けとなっている。 
      【ｺｰﾁ=ﾁｰﾑ管理とﾁｰﾑ力向上の観点から】 
 

 【確認事項④】 

  各チームは積極的に JBA ｺｰﾁを取得されたし 

  本年度『ｺｰﾁ登録』の講習会が県で実施される予定です。 

  また、ﾄｯﾌﾟﾁｰﾑ(男子 1.2.3 部、女子 1 部)は是非今年取得されたし。 
 
    ｺｰﾁ登録について 
     ・富山県協会のｺｰﾁ講習会を必ず受講しなければもらえない。本年度実施される。 

      更新(ﾎﾟｲﾝﾄ制)があり、必ず受講しなければｺｰﾁ資格取消となっていく。 

     ・強化委員会が担当しています。 
      富山県協会のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ上に必ず掲載されます。 
     ※強化委員会より情報をいただき全ﾁｰﾑにお知らせする事を考えています。 

      今のところ未定 



      以下は参考の為に平成 20 年度の実績です。 

 
平成 20 年度 富山県指導者育成講習会 

（JBA 公認ｺｰﾁ「新規」及び JBA 公認ｺｰﾁ「ﾘﾌﾚｯｼｭ講習」）実 施 要 項 
 

１．主催       富山県バスケットボール協会   日本バスケットボール協会 

２．主管       富山県バスケットボール協会強化委員会 

３．目的       ＪＢＡ公認コーチの新規資格取得を目的とする。 

ＪＢＡ公認コーチ取得者のリフレッシュ講習とする。 

４．日程（予定） 

月 日 時 間 場 所 内 容 講 師 

１１月６日(木) 18：30～21：00 県総合大研修室 ルール 
審判 

県審判委員長 
玉 木 彰 治 氏 

１１月１３日(木) 18：30～21：00 県総合大研修室 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ法

県総合体育ｾﾝﾀｰ指導課 
スポーツ専門員 
井 口 文 雄 氏 

１１月２０日(木) 18：30～21：00 県総合大研修室 応急処置 
及び予防 

酒井幸接骨院 
酒 井 幸 則 氏 

１１月２７日(木) 18：30～21：00 県総合大研修室 栄養学 
富山短期大学 
食物栄養学科教授 
原 田 澄 子 氏 

 １月３１日(土) 13：30～17：00 
男子 U-15・18 

富山市総合体育館 
女子 U-15・18 龍谷富

山高校 

北信越ﾌﾞﾛ

ｯｸｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ
ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ 

 ２月 １日(日) 9：00～12：00 
男子 U-15・18 

富山市総合体育館 
女子 U-15・18 龍谷富

山高校 

北信越ﾌﾞﾛ

ｯｸｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ
ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ 

 ２月１４日(土) 13：00～17：00
18：00～21：00

竹平記念体育館 ﾁｰﾑｵﾌｪﾝｽ 
ﾁｰﾑﾃﾞｨﾌｪﾝｽ

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ﾌﾟﾛｺｰﾁ 
榎本日出夫 氏 

 ２月１５日(日)  9：00～12：00
13：30～17：00 上市町総合体育館 ﾁｰﾑｵﾌｪﾝｽ 

ﾁｰﾑﾃﾞｨﾌｪﾝｽ

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ﾌﾟﾛｺｰﾁ 
榎本日出夫 氏 

※ ４０時間以上の講習（新規受講者）が条件となっています。 
５．費用（新規受講者のみ）（受講料：14,700 円 指導教本代：2,800 円） 
６．その他       ・新規受講希望者は参加申し込み用紙にて期日まで申込下さい。 

                    ・費用は講習会第１日目（11/6）の受付にて集めます。 

 
     ・JBA 公認 A 級ｺｰﾁ(世界大会ｸﾗｽの指揮) 
      JBA 公認 B 級ｺｰﾁ(JBL、WJBL ｸﾗｽの指揮) 
      JBA 公認 C-1 級ｺｰﾁ、JBA 公 C-2 級ｺｰﾁ(国体の指揮はこのｸﾗｽ) 
      JBL 公認 D 級ｺｰﾁ(一般的に一番多いｸﾗｽ･･全国ｸﾗﾌﾞ･家庭婦人は 低このｸﾗｽ) 
       ※D 級ｺｰﾁは県の強化委員会が主催して開催される。 
        C 級ｺｰﾁは「JBA」+「NHK」の通信講座で取得。 
       ※「NHK」の通信講座は『日本体育協会』のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを参照下さい 

URL http://www.japan-sports.or.jp/coach/index.html 
 

 

 

 



   ３．今後の大会について 

    ・大会申込が期限迄届かないﾁｰﾑの参加は今後一切認めない 
    ・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ上で申込用紙をﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞして書いて担当者に郵送していただく事とする。 
     (ﾊｶﾞｷで大会案内や郵送先等を知らせます) 組合せもﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ上で確認する。 
    ・平成 24 年度、どこかの大会で土曜日開催を試みる。 
    ・県リーグについては今後専門部で検討していきたい。 
 

     ４．一般専門部スタッフについて 

    ・スタッフの充実を計り、「試合運営と会場の責任と選手管理」を任せていく 
    ・男子 1.2.3 部、女子 1 部からの選出とする。ただし、入替戦で男子は 3 部⇒4 部へ 
     女子は 1 部⇒2 部へ降格しても１年間はスタッフとして協力する。 
    ・大会に関しては、 
     春季大会、ｸﾗﾌﾞ選手権、ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ、冬季大会、県ﾘｰｸﾞで担当を決めてすべて 
     の運営をする。 
 
 

      先の専門委員会のスタッフ会議で決定した事項です。 

        各チームのご協力をお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




