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石川県バスケットボール協会Ｕ１２部会 
大会参加資格に関するガイドライン（2022 年度） 

〜 ＪＢＡ公認コーチライセンスについて 〜 
 

 

全国ミニバスケットボール⼤会出場資格として、ゲーム中、⽴って指揮をとる⼈（以下、

「ヘッドコーチ」とする）は「ＪＢＡ公認Ｄ級コーチライセンス以上」を持っていること。 

また、「コーチライセンス完全義務化」に伴い、石川県バスケットボール協会Ｕ１２部会

としての方針および⼤会の参加資格は次のとおりとする。 

 

 
 

＜Ｄ級以上＞ 

・ 全国ミニバスケットボール交歓⼤会（３月） 

・ 石川県 U12 バスケットボール選抜⼤会（１月） 

※ １１月県⼤会でベスト１６のチームでＤ級以上を持っていない場合は１月選抜

⼤会に出場できない。また、欠員が出た場合は補充しない。 

※ １１月県⼤会ベスト４チームで欠員が出た場合は、順位を繰り上げてシードを

決める。また、ベスト４以外のチームで欠員が出た場合は、残ったチームで抽

選する。 

＜Ｅ級以上＞ 

・ 北信越 U12 バスケットボール⼤会（３月） 

※ 北信越⼤会優勝チームに全国⼤会の出場権がある場合は、北信越バスケットボ

ール協会 U12 部会に従う。 
  

コーチの資質を⾼めて共通知識を持つために 

すべての指導者に「ＪＢＡ公認Ｄ級コーチライセンス」以上の 

取得を推奨する 
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＜Ｅ級以上＞ 

・ ⾦沢市を含めた地区の郡市⼤会 

・ U１２部会リーグ 

・ 北陸電⼒ふれあいカップ（５月） 

・ 石川県 U12 バスケットボール夏季⼤会（７月） 

・ 全能登 U12 バスケットボール⼤会宮田杯（１０月） 

・ 加賀地区 U12 バスケットボール⼤会（１０月） 

・ 石川県 U12 バスケットボール⼤会（１１月） 

（注）上記⼤会への参加の際「コーチライセンスなし」のチームは勝ち上がるこ

とができない。 

 

 

＜コーチライセンスカードの携⾏＞ 
① ⼤会（試合中ベンチ）では必ず本⼈のコーチライセンスカードを首からさげること。 

 

② 他⼈のカードを貸与することは不可。 

 

③ コーチライセンスカードを不携帯（忘れてきた・紛失した）の場合は、⼤会本部・審判・

相手ベンチに申し出ること。かつ、「不携帯報告書」を速やかに⼤会本部へ提出するこ

と。 

 

④ 新年度のライセンスカードが届いていない場合があるので、前年度のカードもしくは取

得中カード（新規登録者）でもよいものとする。 
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＜コーチライセンス保持者が大会当日に不在の場合＞ 
① 試合当日、コーチ資格保持者が不在となった場合、速やかに「⼤会中のコーチ資格保持

者不在による報告書」を⼤会本部提出すること。 

 

② 緊急性の⾼いやむを得ない理由（公共交通機関の遅れや自然災害、交通事故、急病、親

族の不幸などの不測の事態）により、コーチ資格保持者が不在となった場合に限り、⼤

会主催者が試合の成⽴を認めることができる。なお会場責任者は速やかに、石川県バス

ケットボール協会Ｕ１２部会部会⻑へその旨を報告すること。 

 

③ ⼤会主催者は試合の開始や成⽴を「認めることができる」のであり、コーチ資格保持者

が不在となった理由が緊急かつ不測の事態によるものではないことが明らかな場合、⼤

会主催者は試合を没収することができる。また不在証明提出の遅延等、⼤会運営に⽀障

をきたす事態が生じた場合、⼤会主催者は試合の成⽴を認めない場合もある。 

 

④ 試合中、急病等によりコーチ資格保持者が不在となった場合も上記に準ずることとする。

なお、この場合に限り⼤会主催者の判断で不在証明の提出を省略することができる。 

 

⑤ 事前にコーチ資格保持者が不在となる場合も上記に準ずる。 

 

⑥ その他、緊急的な状況においては、石川県バスケットボール協会Ｕ１２部会部会⻑が最

終判断し決定するものとする。 

 

 

 

 

  



 

ＪＢＡ公認コーチライセンスの取得するには、

ボール協会が主催する「ＪＢＡ公認コーチ養成講習会」を

習の開催方法、

ール協会ホームページにて案内

 

＜取得申込＞

申込資格

 

 

 

 

 

 

 

申込方法

 

＜更新・登録⽅法＞

ＪＢＡ公認コーチライセンス取得後の登録・更新に関する事項については，

ムページを参照ください。（

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞
（一社）

携帯電話
注）お問合せなどはメールでお願いいたします。

ＪＢＡ公認コーチライセンス

ＪＢＡ公認コーチライセンスの取得するには、

ボール協会が主催する「ＪＢＡ公認コーチ養成講習会」を

方法、日時、場所等は

ホームページにて案内

申込＞ 

資格 （１）受講資格

申込方法 （２）

更新・登録⽅法＞

ＪＢＡ公認コーチライセンス取得後の登録・更新に関する事項については，

を参照ください。（

＜問い合わせ先＞ 
（一社）石川県バスケットボール協会

電話 090
注）お問合せなどはメールでお願いいたします。

ＪＢＡ公認コーチライセンス

ＪＢＡ公認コーチライセンスの取得するには、

ボール協会が主催する「ＪＢＡ公認コーチ養成講習会」を

日時、場所等は

ホームページにて案内

（１）受講資格

（２）インターネットにより申込み

更新・登録⽅法＞ 

ＪＢＡ公認コーチライセンス取得後の登録・更新に関する事項については，

を参照ください。（JBA
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090-2039-0225
注）お問合せなどはメールでお願いいたします。

ＪＢＡ公認コーチライセンス

ＪＢＡ公認コーチライセンスの取得するには、

ボール協会が主催する「ＪＢＡ公認コーチ養成講習会」を

日時、場所等は、ＪＢＡホームページまたは

ホームページにて案内される。

（１）受講資格，主催団体等（

インターネットにより申込み

ＪＢＡ公認コーチライセンス取得後の登録・更新に関する事項については，

JBAホームページより）

石川県バスケットボール協会
0225 / メール

注）お問合せなどはメールでお願いいたします。

ＪＢＡ公認コーチライセンス

ＪＢＡ公認コーチライセンスの取得するには、ＪＢ

ボール協会が主催する「ＪＢＡ公認コーチ養成講習会」を

Ａホームページまたは

。 

，主催団体等（JBA

インターネットにより申込み

ＪＢＡ公認コーチライセンス取得後の登録・更新に関する事項については，

ホームページより）

石川県バスケットボール協会 コーチライセンス事業担当
メール ta58838@sf6.so

注）お問合せなどはメールでお願いいたします。

石川県バスケットボール

ＪＢＡ公認コーチライセンス取得⽅法について

ＪＢＡまたは

ボール協会が主催する「ＪＢＡ公認コーチ養成講習会」を各自で申込み

Ａホームページまたは

JBAホームページより）

インターネットにより申込み 

ＪＢＡ公認コーチライセンス取得後の登録・更新に関する事項については，

ホームページより） 

コーチライセンス事業担当
ta58838@sf6.so

注）お問合せなどはメールでお願いいたします。 

石川県バスケットボール

取得⽅法について

Ａまたは（一社）

各自で申込み

Ａホームページまたは（一社）石川

ホームページより）

ＪＢＡ公認コーチライセンス取得後の登録・更新に関する事項については，

コーチライセンス事業担当 
ta58838@sf6.so-net.ne.jp

石川県バスケットボール協会Ｕ１２部会

取得⽅法について 

（一社）石川県バスケット

各自で申込み受講すること。講

（一社）石川県バスケットボ

ホームページより） 

ＪＢＡ公認コーチライセンス取得後の登録・更新に関する事項については，ＪＢＡホー

 福光 博
net.ne.jp 

協会Ｕ１２部会

石川県バスケット

受講すること。講

バスケットボ

ＪＢＡホー

博 

協会Ｕ１２部会 

石川県バスケット

受講すること。講

バスケットボ



参 考 

 

 

U１２部会指導者育成委員会ではコーチライセンスの取得に関する

の知識，技能向上に関する

 

○今年度については，

主催している以下の研修内容について，伝達を⾏う事を予定しております。

詳細については，別途，（一社）石川県バスケットボール協会ホームページにて案内

予定。

 

・2022

・2022

 

○コーチの知識，技能向上に関する情報については，ＪＢ

報コンテンツ」（どなたでも視聴可能（一部除く））にも，多く掲載されていますので，

ご視聴いただければと思います。（

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２部会指導者育成委員会ではコーチライセンスの取得に関する

技能向上に関する

今年度については，

主催している以下の研修内容について，伝達を⾏う事を予定しております。

詳細については，別途，（一社）石川県バスケットボール協会ホームページにて案内

予定。 

2022 年度 

2022 年度 

コーチの知識，技能向上に関する情報については，ＪＢ

報コンテンツ」（どなたでも視聴可能（一部除く））にも，多く掲載されていますので，

ご視聴いただければと思います。（

コーチの知識，技能向上に関する

１２部会指導者育成委員会ではコーチライセンスの取得に関する

技能向上に関する活動

今年度については，U１２部会に所属する各チームのコーチを対象として，

主催している以下の研修内容について，伝達を⾏う事を予定しております。

詳細については，別途，（一社）石川県バスケットボール協会ホームページにて案内

 U１２ユース育成コーチ研修会

 U１２北信越ブロックＤＣ

コーチの知識，技能向上に関する情報については，ＪＢ

報コンテンツ」（どなたでも視聴可能（一部除く））にも，多く掲載されていますので，

ご視聴いただければと思います。（

コーチの知識，技能向上に関する

活動

１２部会指導者育成委員会ではコーチライセンスの取得に関する

活動についても実施しております。

１２部会に所属する各チームのコーチを対象として，

主催している以下の研修内容について，伝達を⾏う事を予定しております。

詳細については，別途，（一社）石川県バスケットボール協会ホームページにて案内

１２ユース育成コーチ研修会

１２北信越ブロックＤＣ

コーチの知識，技能向上に関する情報については，ＪＢ

報コンテンツ」（どなたでも視聴可能（一部除く））にも，多く掲載されていますので，

ご視聴いただければと思います。（JBA

コーチの知識，技能向上に関する

活動について

１２部会指導者育成委員会ではコーチライセンスの取得に関する

についても実施しております。

１２部会に所属する各チームのコーチを対象として，

主催している以下の研修内容について，伝達を⾏う事を予定しております。

詳細については，別途，（一社）石川県バスケットボール協会ホームページにて案内

１２ユース育成コーチ研修会

１２北信越ブロックＤＣ    

コーチの知識，技能向上に関する情報については，ＪＢ

報コンテンツ」（どなたでも視聴可能（一部除く））にも，多く掲載されていますので，
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石川県バスケットボール

コーチの知識，技能向上に関する

について 

１２部会指導者育成委員会ではコーチライセンスの取得に関する

についても実施しております。

１２部会に所属する各チームのコーチを対象として，

主催している以下の研修内容について，伝達を⾏う事を予定しております。

詳細については，別途，（一社）石川県バスケットボール協会ホームページにて案内

１２ユース育成コーチ研修会 

     

コーチの知識，技能向上に関する情報については，ＪＢ

報コンテンツ」（どなたでも視聴可能（一部除く））にも，多く掲載されていますので，

ホームページより）

石川県バスケットボール

コーチの知識，技能向上に関する 

１２部会指導者育成委員会ではコーチライセンスの取得に関する事項

についても実施しております。 

１２部会に所属する各チームのコーチを対象として，

主催している以下の研修内容について，伝達を⾏う事を予定しております。

詳細については，別途，（一社）石川県バスケットボール協会ホームページにて案内

コーチの知識，技能向上に関する情報については，ＪＢＡホームページ内「学びの情

報コンテンツ」（どなたでも視聴可能（一部除く））にも，多く掲載されていますので，

ホームページより） 
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事項以外に，コーチ

１２部会に所属する各チームのコーチを対象として，

主催している以下の研修内容について，伝達を⾏う事を予定しております。

詳細については，別途，（一社）石川県バスケットボール協会ホームページにて案内

Ａホームページ内「学びの情

報コンテンツ」（どなたでも視聴可能（一部除く））にも，多く掲載されていますので，

協会Ｕ１２部会

以外に，コーチ
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