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2023/3/5 

 

2023年度 JBA公認B級コーチ養成講習会 開催要項 

 

 

1．目的  主に育成年代（18 歳以下）において専門性の高い指導が出来る人材を養成するとともに、都道府

県のリーダーとなる人材を養成する。 

 

2. 主催  公益財団法人日本バスケットボール協会 

 

3．期日・会場  【第1 回】 2023 年6 月23 日（金）〜2023 年6 月27 日（火） 

 @ 東京都近郊（調整中） 

  【第2 回】 2023 年8 月18 日（金）〜2023 年8 月22 日（火） 

@ 愛知県（調整中） 

  【第3 回】 2023 年9 月22 日（金）〜2023 年9 月26 日（火） 

@ 熊本県宇土市：ecowin 宇土アリーナ（宇土市民体育館） 

 【第4 回】 2023 年10 月20 日（金）〜2023 年10 月24 日（水） 

 @ 東京都近郊（調整中） 

  【第5 回】 2024 年3 月8 日（金）〜2024 年3 月12 日（火）＠未定 

 @ 東京都近郊（調整中） 

※申込状況によって講習会の開催回数および日程・会場は変更の可能性があります。予めご了承ください。 

 

4．カリキュラム 61 時間（集合講習38 時間、自宅学習23 時間） 

 詳細は別表「JBA 公認B 級コーチ養成講習会 カリキュラム一覧」に記載 

 

5．受講料 44,000 円（税込） 

 （受講にかかる交通費、宿泊等は各自負担） 

 

6．募集人数 210 名程度 

 

7．募集方法 都道府県バスケットボール協会からの推薦、トップリーグ（B リーグ・B3 リーグ・W リーグ）からの推薦お

よび一般募集にて募集を行う。 

 

8．受講資格      (1) 受講年度の 4 月1 日現在満22 歳以上であること 

 (2) JBA 公認C 級コーチ資格を保有（登録）していること 

※各団体からの推薦者においては、2023 年4 月1 日付C 級認定も認める。 

 (3) 受講年度のコーチライセンス更新要件を満たしていること（必要なリフレッシュポイントを取得していること） 

 (4) 連続5 日間の全日程に参加できること 

 

9．推薦基準等 (1) 都道府県バスケットボール協会からの推薦 

 【募集枠】  

 141 名程度 

 【推薦基準】 

 ①国体等都道府県代表の指導者、または、将来的にそれを担う者で、都道府県協会の推薦を受けた者 
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②ブロックまたは都道府県・地区等の育成事業で、指導・伝達する立場にある者、または、将来的にそ

れを担う者（U12/U14/U16 育成センターコーチなど）で、都道府県協会の推薦を受けた者 

③都道府県内のD級・C級コーチ養成講習会において講師を務める可能性がある者で、都道府県協

会の推薦を受けた者 

④上記以外で都道府県協会が特別に推薦する者 

 （例：スクールコーチ、スキルコーチとして活躍している者や障がい者チームのコーチ等）  

※2024 年度の募集時には④を廃止予定 

 

 (2) トップリーグ（B リーグ・B3 リーグ・W リーグ）からの推薦 

 【募集枠】  

 B リーグ：27 名程度、B3 リーグ：9 名程度、W リーグ：5 名程度 

 【推薦基準】 

 次シーズンのトップリーグにおいて、ヘッドコーチまたはアシスタントコーチとしてベンチに入る可能性がある

者、または次シーズンの B リーグユースチームのコーチでベンチに入る可能性がある者 

 

(3) JBA からの推薦 

 【募集枠】  

 若干名 

 【推薦基準】 

 日本全体の指導者養成または強化・育成に中心的に関わる者で、JBA 指導者養成委員会が認めた者 

 

10．一般募集 【募集枠】  

 30 名程度 ※応募要件等詳細は別紙参照 

 

11.受講者決定方法 受講資格および各種要件を満たすものの中から JBA 指導者養成委員会において決定する。 

 

12.決定スケジュール 都道府県協会からの推薦締切  ： 2023 年3 月31 日（金） 

 都道府県協会推薦者の受講者の内定・通知  ： 2023 年4 月中旬 

 

 一般募集締切  ： 2023 年4 月14 日（金） 

 各リーグからの推薦締切  ： 2023 年4 月21 日（金） 

 リーグ推薦者・一般募集の受講者の内定・通知  ： 2023 年5 月中旬 

 

13．審査・認定 事前課題、コーチング実践、集合講習の受講状況、事後課題、確認テストを加えた総合判定とし、

JBA 指導者養成委員会において審査を行い、合格した者に JBA 公認B 級コーチライセンスを認定す

る。 

 

14．その他 ・受講有効期間は 1 年間となります。 

 ・講習会の受講結果は集合講習終了後 2 ヵ月程度で通知します。第 1 回から第 3 回までの受講者

で認定を受けた場合、2023年度内に登録手続きが必要となります。第4回以降の受講者は、2024

年度の認定となります。 

・今後の社会情勢等によって、開催中止、もしくは日程・会場の変更をする場合があります。 

・会場内での貴重品、荷物などの盗難・紛失については一切責任を負いかねます。各自管理をお願い

します。 
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・講習会中のけが等については一切責任を負いかねます。各自スポーツ保険等に加入して下さい。 

・参加にかかる宿泊、交通費等は自己負担となります。 

・講習会参加者の肖像権は、専属的に日本バスケットボール協会に帰属します。講習会の内容（静

止画・動画含む）は JBA 公式ホームページ等での開催報告、告知等の他、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。 

 ・本講習会受講に際し取得した個人情報は、講習会関係資料の送付および講習会を実施する際に

利用し、これ以外の目的に個人情報を使用する際は、その旨を明示し了解を得るものとします。 

 ・講習会は全て日本語で行います。 

  ・倫理規程違反など講習会の受講者としてふさわしくない行為があったと認められたときは、受講の取消

しや受講済科目の取消しなどの処分を行う場合があります。 

 ・講習会の受講に関する詳細は講習会の 1 ヵ月前を目途にご案内します。 

 

 

＜JBA公認B級コーチ養成講習会 カリキュラム一覧＞ 

 

区分 カリキュラム内容 
時間数 （時間） 

集合講習 自宅学習 合計 

講義・演習 講習会の全体のゴール設定 1.5   1.5 

講義・演習 振り返りとゴール設定 3   3 

講義・演習 1 日の振り返り 2   2 

講義・演習 技術と戦術の遂行能力 1.5   1.5 

講義・演習 スポーツパフォーマンス向上の取り組み 1.5   1.5 

講義・演習 レフェリーとのコミュニケーション 1.5   1.5 

講義・演習 自己成長計画の作成 1.5 3 4.5 

講義・演習 コーチングフィロソフィー 1.5   1.5 

講義・演習 講習のまとめ  1.5   1.5 

実技・演習 1on1 ペネトレイトの攻防・シューティングドリルの組み立て 1.5 1 2.5 

実技・演習 ピック＆ロール（オフェンス） 1.5 1 2.5 

実技・演習 ピック＆ロール（ディフェンス） 1.5 1 2.5 

実技・演習 トランジョンディフェンス、トランジションスキル 1.5 1 2.5 

実技・演習 バックコートのプレッシャーリリース 1.5 1 2.5 

実技・演習 オフボールスクリーンの攻防 1.5 1 2.5 

実技・演習 ポストの攻防 1.5 1 2.5 

実技・演習 世界トッププレーヤーのスキル分析 1.5 1 2.5 

実習 コーチング実践 10.5   10.5 

実習 練習計画の作成   6 6 

実習 コーチング実践（実地）   6 6 

   合計 38 23 61 

※内容、時間数は若干変更される場合があります。 

 

以上 


