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SHOOT FOR THE FUTURE              

2022 年度 第２回リフレッシュ研修会（千葉県開催） 開催要項 

＜ 第１次案内 ＞ 

 

１．開催趣旨  日本バスケットボールの強化、普及・発展のため、指導者の資質向上を目指す。  

公認コーチライセンス保持者の皆さんに，情報提供の機会を増やし、指導者に 

研鑽の機会を提供する場とする。 

 

２．主   催   一般社団法人千葉県バスケットボール協会 

船橋市バスケットボール協会 

 

３．開催日・会場  2022 年８月 27 日（土） 船橋市運動公園「体育館」 

〒273-0866 千葉県船橋市夏見台 6-4-1 

JR 総武線 「船橋駅」 北口バス乗り場３，５，６，７番の新京成バス 

「市立体育館・市民プール入口」 下車徒歩約５分 

※当日は同施設内の「市民プール」開催日と重なり，駐車場の混雑が予想されます。 

公共交通機関または近隣の有料パーキング等をご利用ください。 

  

４．日  程 ※日程は多少前後する可能性がありますので、予めご了承ください。 

１２：５０～ １３：１０  受付 (１階エントランス付近) 

１３：１０～ １３：１５  オープニング 

１３：１５～ １３：４５  クリニック 第 1 部 

１３：４５～ １６：１５  クリニック 第２部（適宜，休憩をいれます） 

１６：１５～ １６：３０  クロージング 

１６：３０～           片付け  （１７：００ 退館完了） 

 

５．講習内容・講師 

＜講師プロフィール＞ 

  ◆斉藤 智海（サイトウ トモミ）氏 

   ・平成 30 年～市立船橋高等学校男子チーム ヘッドコーチ 

   （公財）日本バスケットボール協会公認 C 級コーチライセンス取得 

（一社）千葉県バスケットボール協会 競技力向上推進委員 

     ◆井上 知徳（イノウエ トモノリ）氏 

      ・令和３年～市立船橋高等学校女子チーム ヘッドコーチ 

（公財）日本バスケットボール協会公認 B 級コーチライセンス取得 

（一社）千葉県バスケットボール協会 競技力向上推進委員 

＜講習内容＞ 

① 今，求められている指導者のインテグリティの向上について 

② 市立船橋高校バスケットボール部メソッド ➡ 『高さへの挑戦』 

＜実技協力＞ 船橋市立船橋高等学校バスケットボール部選手の皆さん 
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６．定員  １００名 を予定 

 

７．参加対象者 コーチライセンス取得者 および 受講料 

JBA 公認 S、A、B、C、D、E，E1、E2 級コーチ  ※Team-JBA のメンバーID が必要。 

受講料 １，０００円   資料代 １．０００円  

※ 当日，受付にて現金で徴収致します。 JBA 収納代行での支払いは行わないでください。 

(新型コロナウイルス拡大のため講習会中止となっても返金いたしません。) 

 

8．申込期間 ・ 方法 

   ①船橋市協会 U12 部会の方  ※リフレッシュポイント希望の方は③一般の方で申込です。 

      申 込 先  船橋市立中野木小学校 今崎先生まで 

      ※８月上旬のクリニック開催時に参加の取りまとめをいたします。 

②船橋市協会 U15 部会の方  ※リフレッシュポイント希望の方は③一般の方で申込です。 

申込内容  所属校名と JBA 登録番号（ランク）と お名前  

申 込 先  船橋市立前原中学校 近藤先生まで メール 又は 直接連絡 

 

③一般の方 県内のコーチの方の申込 

  2022 年７月 20 日（水）～2022 年８月 19 日（金） 

※上記期間内にお申し込みください。 期間内でも定員に達した場合は申込を締め切ります。 

▶Team-JBA のマイページから，「メンバー」 ➡ 「講習会申込」 ➡ 「新たに講習会に申し込 

む」 に進みます。 審判やコーチの講習会から下記のイベントを見つけて申し込んでください 

  ▶イベント名  コーチ：【千葉県】 第２回リフレッシュ研修会 2022 

 

９．特記事項 

〇本クリニックは、コーチライセンス保持者（S 級～D 級）のリフレッシュ研修となり、リフレッシュポ

イントが２ポイント付与されます。（E ランクの級には付与されません）   

※遅刻、途中退席の際にはポイントが付与されない場合があります。 

 

10．新型コロナウイルス感染防止対策の諸注意 

①コロナ感染拡大防止のためにガイドラインの遵守をお願いいたします。日々の検温を確認した 

体調管理シート提出をお願いいたします。必要事項をご記入の上、ご提出ください。 

主催者側が３ヵ月保管後に処分いたします。 

②会場内では三密の回避，大声での会話を控える，手指消毒の徹底，マスクの着用などの 

  の感染拡防止行動をお願いいたします。 

   当日、風邪症状や体調不良の方の受講はお断りいたします。 

③厚生労働省の 【COCOA】 新型コロナウイルス感染症対策接触アプﾘのダウンロードを推奨 

しています。ぜひご活用ください。 
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【講習についてのお知らせ】 

  ※１  会場の受付開始時間をご確認ください。早くお出でいただいても入れません。 

  ※２  講習中の不慮のけがについては、応急手当・救急車の手配は行いますが、治療費等につい

ては自己負担となります。講習会参加中の傷害（講習会参加中の事故を原因とした後遺

傷害を含む。）については、傷害保険等へ加入して参加することを参加要件といたしますの

で，各自でご対応をお願いいたします。 

  ※３  実技は、運動のできる準備が必要です。バスケットボールシューズ・着替え・タオル・筆記用具

など必要なものを準備してください。      

  ※４  熱中症予防用の飲み物を各自でご用意ください。    

※５ 講習の問合せ・欠席の連絡は，下記のメールアドレスまで事前にご連絡ください。 

➡ chibabb_coach@yahoo.co.jp  （担当）若山 

※６ ビデオ等の録画・撮影はお断り致しますので、ご承知おきください。 

※７ 会場内での貴重品や荷物の盗難・紛失は一切責任を負ません。各自で管理をお願いします。 

※８ 台風・公共交通機関のマヒなどの影響により中止となる場合は、朝１０時までに千葉県 

    バスケットボール協会のホームページにてお知らせ致します。確認してからお越しください。 

※９ （一社）千葉県バスケットボール協会主催事業における肖像権・映像権利は，すべて（一 

社）千葉県バスケットボール協会に帰属し、画像・映像を主催者の許可なく使用・公開する 

ことを禁じます。講習会の内容（静止画・映像含む）は JBA への報告，県協会公式ホー 

ムページ等での開催報告等の他、報道利用されることがありますので、予めご了承ください。 

※１０ 講師・内容などについては急遽変更になることがあることをご了承ください。 

※１１ この講習会の開催の可否につきましては，７月 31 日及び開催２週間前、１週間前 

に判断する予定です。ただし、新型コロナ感染症の広がりにより政府・県などより要請が 

あった場合には当日でも開催を中止することがありますので，ご承知おきください。 

中止となる場合は、千葉県バスケットボール協会のホームページにてお知らせ致します。 
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◆２０１９年４月から、公認コーチＳ級～Ｄ級の方は 『毎年の更新手続き』 が必要となり、 

３月中旬～５月末までの間に更新手続きとなりました。 

◆コーチ制度の改定内容は、JBAの ホームページ に順次アップされておりますのでご確認ください 

◆２０１９年度から 「E1級」 と 「E2級」 は統合され 「Ｅ級」 となり、４年間の期限付きの資格 

  となりました。詳しくはJBAの ホームページ でご確認ください。 

 

■参考資料 【申し込み方法】（リフレッシュポイント付与を希望される方） 

まずは Team JBAから 各自のＩＤ番号とパスワードで 「マイページ」 にログインします） 

 （操作が初めての方，操作に不慣れな方） 

１．上の方にあるタグから「サポート」を選択 

２．「マニュアル」 の中から 「資格・講習会／研修会」 を選択 

３．次の４つの中から「講習会／研修会の申込」を選択して手順を確認してください。 

• 講習会／研修会の申込 

• 講習会申し込み情報変更 

• 講習会申込キャンセル 

• eラーニングの受講 

 

（操作に慣れている方はここから） 

４．以下の操作手順に従って申込を行います 

※千葉県開催のＤ級コーチ養成講習会を探して申し込んでください。 

1. マイページ左上の 「メンバー」 タブを選択します。 

2. メニューから 「講習会申込」 を選択し 「新たに講習会に申し込む」 ヘ 

3. 講習会一覧から 該当講習会／研修会を探し、「申込」 を選択します。 

4. 申し込む講習会／研修会情報を確認します。 

5. 「申込」 を選択します。 

6. 申込情報、対象資格、料金の数量などを入力します。 

7. 「入力内容を確認する」 を選択します。 

8. 申込内容を確認します。 

9. 「申し込む」 を選択します。 

10. 講習会／研修会への申込が完了します。 

 

※通常は申込が終了したら，講習会参加費の支払いとなりますが，今回の講習会の参加費などは 

講習会の当日に集金いたしますので、収納代行システムでのお支払いはありません 

ここまでで申込終了となります。 

https://team-jba.nf-support.jp/member/manual/manual-1172/
https://team-jba.nf-support.jp/member/manual/manual-1623/

