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第7回 JBAコーチカンファレンス（オンライン） 開催要項 

 

1．開催目的 

日本代表チームに関する情報を共有し、日本バスケットボールの競技力向上、普及・発展およびそれらに寄

与するコーチの資質向上を目指す。 

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。  

 

2．開催趣旨 

JBA コーチカンファレンスでは、上記の開催目的に記載があるように、男女日本代表チームの活動に関する情

報を共有することで、参加者の皆さんの「学び」の機会を提供することが大きなテーマです。今回は、前男女日

本代表チームヘッドコーチに、東京オリンピックを振り返っていただきます。さまざまなカテゴリーを対象に指導をさ

れている皆さんも、ご自身の指導現場にどのように活かせるかを考えていただくきっかけとなれば幸いです。 

また、前回のコーチカンファレンスで多くの参加者から好評いただいたパネルディスカッションを、今年度も行いま

す。テーマは「プレーヤーの主体性を重視するコーチングについて考える〜育成年代から代表レベルまで〜」とし

て、プレーヤーの主体性を重視したコーチングをすることの重要性や、それを実践する上での課題などについて、

対話形式で語り合っていただきます。なお、今回のパネルディスカッションには、公益社団法人日本プロサッカー

リーグ理事の佐伯夕利子さんにもご登壇いただきます。佐伯さんは、スペインでサッカーコーチとして活躍され、

2008年にはビジャレアルＣＦと契約し、育成部でスペイン代表を育てる重要なポストも担われるなど、素晴ら

しい経歴をお持ちの方です。異なるスポーツ種目のコーチの視点からも上記テーマについてお話しいただくこと

で、皆さんのより深い学びにつながることを期待しています。 

さらに、今回は、リアルタイムでご参加いただく皆さんから、登壇者への質問を受け付けます。セッションの最後

には、いくつかの質問に回答していただく予定です（登壇者によっては、都合によりお答えできない場合がありま

す。あらかじめご了承ください）。なお、事前にアンケート形式で質問を承ることもできますので、ふるってご投稿

ください。 

皆さんのご参加を心よりお待ちしております。 

 

３．主催・主管  

公益財団法人 日本バスケットボール協会 

 

4．開催日・開催方法 

2021年12月25日（土）・26日（日） 

※お申込みは 1日単位となります。 

オンライン（Zoomウェビナー）にて開催 

 

 

 

 

 

 

 

パソコン、タブレット、スマートフォンで参加で
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5．日程 

▼12月25日（土） 

15：00〜15：15 受付 

15：15〜15：25 オープニング 

15：25〜15：55 カンファレンスイントロダクション 

東野 智弥（技術委員会 委員長） 

16：10〜16：20 休憩 

16：20〜17：20 「女子日本代表の 2020東京オリンピックの振り返りと男子日本代表のこれから〜」 

トム・ホーバス（前女子日本代表チーム ヘッドコーチ・男子日本代表チーム ヘッドコ

ーチ） 

17：20〜17：30 休憩 

17：30〜18：30 「男子日本代表の 2020東京オリンピックの振り返り」 

フリオ・ラマス（前男子日本代表チーム ヘッドコーチ） 

18：30〜18：40 クロージング 

※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月26日（日） 

15：00〜15：15 受付 

15：15〜15：25 オープニング 

15：25〜16：20 テクニカルレポート〜2020東京オリンピックの振り返り〜 

冨山 晋司（JBA技術委員会 テクニカルハウス部会 部会長） 

16：20〜16：30 休憩 

16：30〜17：25 「女子日本代表のこれから」 

恩塚 亨（女子日本代表チーム ヘッドコーチ） 

17：25〜17：35 休憩 

17：35〜18：30 プレーヤーの主体性を重視するコーチングについて考える 

〜育成年代から代表レベルまで〜（パネルディスカッション） 

恩塚 亨（女子日本代表チーム ヘッドコーチ） 

 藪内 夏美（女子アンダーカテゴリー日本代表チーム ヘッドコーチ） 

佐伯 夕利子（公益社団法人 日本プロサッカーリーグ理事） 

 モデレーター：佐藤晃一（JBA技術委員会 スポーツパフォーマンス部会 部会

長） 

 

18：30〜18：40 クロージング 

※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。 

 

6．参加対象者 

○コーチライセンス取得者（JBA公認S、A、B、C、D、E、E-1、E-2級コーチ） 

○一般参加者（どなたでも参加できます） ※TeamJBAのメンバーIDが必要になります。 
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7．定員 

両日ともに 900名 

 

8．参加料 

○JBA公認S〜D級コーチ ： 2,000円（1日参加） 

○JBA公認E-1・E-2・E級コーチ ／ 一般参加者 ： 4,000円（1日参加） 

※お支払い時には別途システム利用料（273円）がかかります。 

 

9．申込期間 

2021年12月8日（水）18:00～2021年12月21日（火）23：59 

※上記期間内に参加料のお支払いまで行ってください。期間を過ぎた場合、お申込は無効となります。 

※上記期間内であっても定員に達した場合は申込を締め切ります。 

※入金後のキャンセルについては、返金いたしかねますので予めご了承ください。 

 

10．参加申込方法 

    TeamJBAから申し込みしてください。開催日およびライセンス保有の有無によって、申し込みページが

異なりますので、下記内容をご確認の上、申し込みをお願いいたします。なお、12/25、26の両日程に

参加を希望される方は、両日程での申し込みが必要となります。 

※申し込みページを誤って選択された場合、リフレッシュポイントが付与されない場合があること、また、参加料の差額分は返金

できかねますので、ご注意ください。 

 

 

 

※TeamJBAメンバーIDをお持ちでない方は、ID取得（無料）が必要になります。 

メンバーID取得はこちら（https://team-jba.jp/join/user-policy）からお願いいたします。利用規約に同意後、 

会員情報（基本情報）のみ入力し、「入力内容を確認する」ボタンを押してください。 

   なお、コーチライセンスをお持ちでない場合も TeamJBAメンバーIDを既にお持ちの方は、お持ちのメンバーIDで 

ログインしてください。（新たにメンバーIDを取得していただく必要はありません。） 

 

12/25（土） 

第7回 JBAコーチカンファレンス（オンライン）【12/25開催分：ライセンス保持者用】 

（講習会番号：E1003094） 

※ライセンス保持者（S級〜E-1・E-2・E級）で12/25に参加を希望される方はこちら 

▶︎申し込みページはこちら（https://team-jba.jp/member/workshop-applying/13721/detail） 

第7回 JBAコーチカンファレンス（オンライン）【12/25開催分：一般参加者用】 

（講習会番号：E1003096） 

※ライセンスをお持ちでない方で、12/25に参加を希望される方はこちら 

▶︎申し込みページはこちら（https://team-jba.jp/member/workshop-applying/13723/detail） 

12/26（日） 

第7回 JBAコーチカンファレンス（オンライン）【12/26開催分：ライセンス保持者用】 

（講習会番号：E1003095） 

※ライセンス保持者（S級〜E-1・E-2・E級）で12/26に参加を希望される方はこちら 

▶︎申し込みページはこちら（https://team-jba.jp/member/workshop-applying/13722/detail） 

第7回 JBAコーチカンファレンス（オンライン）【12/26開催分：一般参加者用】 

（講習会番号：E1003097） 

※ライセンスをお持ちでない方で、12/26に参加を希望される方はこちら 

▶︎申し込みページはこちら（https://team-jba.jp/member/workshop-applying/13724/detail） 

https://team-jba.jp/join/user-policy
https://team-jba.jp/member/workshop-applying/13721/detail
https://team-jba.jp/member/workshop-applying/13721/detail
https://team-jba.jp/member/workshop-applying/13723/detail
https://team-jba.jp/member/workshop-applying/13723/detail
https://team-jba.jp/member/workshop-applying/13722/detail
https://team-jba.jp/member/workshop-applying/13722/detail
https://team-jba.jp/member/workshop-applying/13724/detail
https://team-jba.jp/member/workshop-applying/13724/detail
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11．事前アンケート～登壇者への質問を受け付けます～ 

• 本カンファレンスでは、参加者の皆様から登壇者へ、事前に質問を受け付けます。登壇者に質問したいこ

とを、下記のフォームから投稿してください。投稿いただいたいくつかのご質問を、登壇者に答えていただきま

すので、ふるってご投稿ください！ 

 

＜質問投稿フォーム＞ 

https://pro.form-mailer.jp/fms/c6ae36c6243547 

受付期間：2021年12月8日（水）18:00～2021年12月15日（水）23：59 

※ カンファレンス当日は時間が限られているため、全てのご質問には回答できません。あらかじめご了承ください。 

 

12．リフレッシュポイント取得要件 

• 本カンファレンスは、JBA公認コーチライセンス取得者のリフレッシュ研修となり、1日の参加につきリフレッ

シュポイント（2ポイント）が付与されます。 

• リフレッシュポイント取得にあたっては、以下の2つの要件を満たす必要があります。 

1）全日程に参加すること 
-全日程の参加とは、12/25、26それぞれの日程において 15：15〜18：40の全時間帯に参加していることを指

します（例：12/25のみ参加される方は、12/25の15：15〜18：40に参加いただくことが必要になります）。 

-参加記録は、Zoom上に自動的に記録されます。その記録をもとに全日程の参加を確認します。 

-休憩時間を除き、15分以上の遅刻、途中退室などがあった場合はリフレッシュポイント付与対象外となります。 

※通信環境や使用端末の問題（電波が一時的に悪くなる、端末の電源が切れるなどの問題）や、Zoomの操

作に関する問題（Zoomの入室の仕方が分からないなど）、いかなる理由であっても、遅刻、途中退室が 15

分以上継続された場合（入退室を繰り返し、合計15分以上退室されていた場合も含め）、リフレッシュポイン

ト付与対象外となります。安定した通信環境のご準備をお願いいたします。 

なお、上記の理由によりリフレッシュポイントが付与されなかった場合や、参加ができなかった場合も、参加料の

返金はできかねますので、あらかじめご了承ください。 

※Zoomに入室する際には、事前登録が必要になります。その際、「お名前」「メンバーID」などをご入力いただきま

すが、必ず Team JBAにご登録されている内容をご入力ください。誤入力により本人が特定できない場合は、リ

フレッシュポイントの付与ができない場合がありますので、ご注意下さい。 

2) カンファレンス後のアンケートに回答すること 

-参加者向けにアンケート回答フォームを後日メールでお送りします。メールに記載された期限までに回答してください。 

• 上記取得要件を満たした方へのリフレッシュポイント付与予定日は、2022年1月下旬を予定しており

ます。 

 

13．Zoomでの参加に関する注意事項  

• 当日、「アクセスできない」「音が聞こえづらい」「画像が荒い」「利用方法がわからない」「通信状態が悪くて

途中で落ちてしまう」などの個人的な操作トラブルには対応出来ません。予めZoomの利用方法をご理

解の上、ご参加ください。 

• インターネット接続可能な PC、タブレット、スマートフォンが必要になります。タブレット、スマートフォンでアク

セスする場合はZoomアプリのインストールが必要になります。予めインストールしておくことをお勧めしま

す。 

（iPad、iPhoneの場合は「App Store」から、Androidの場合は「Play ストア」で「Zoom」を検索

し、「Zoom Cloud Meetings」をインストールしてください。） 

• Zoomウェビナーでの開催となるため、参加者の方のカメラ・マイクはOFFのままで参加いただけます。 

• 研修に集中して取り組める状況で参加してください。別のことをしながらの参加は禁止します。(移動、運

転、家事など)  

https://pro.form-mailer.jp/fms/c6ae36c6243547
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• 参加者には参加方法に関する案内メールを 12月24日（金）17時頃を目処に送ります（メールシス

テムの関係上、時間は前後する可能性があります）。参加URLは他の方に共有しないようにしてくださ

い。また、参加の際は 1デバイスでの参加をお願いします。（参加人数には上限があるため、他の方が参

加できなくなる可能性があります。） 

• できるだけ安定した通信環境をご準備の上、ご参加ください。通信トラブル等で参加いただけない場合は欠席

扱いとなり、リフレッシュポイントの付与はされません。また、参加料の返金もできかねます。 

• 参加にかかる通信費等は自己負担となります。  

• 当日の撮影(画面キャプチャ含む)および録音・録画は禁止します。 

• Zoomのアプリケーションは随時アップデートが行われます。最新版に更新の上、ご参加ください。 

• 当日進行を妨げる行為があった場合や注意事項に従っていただけない場合、強制的に退出させていただ

くことがあります。(その場合リフレッシュポイントは付与されません。参加料の返金もありません。)  

 

14．開催終了後の動画配信 

• 本カンファレンス開催終了後、カンファレンスの内容を収めた動画を、以下の方法にて配信いたします。 

 

【カンファレンス参加者】 

 カンファレンスに申込みされた方々には、後日動画を無料で配信いたします。動画は、一定期間（2

週間程度）視聴することができます。 

 動画の視聴方法などについては、2022年1月中旬（予定）に改めてご案内いたします。 

 

【参加申込をしなかった方】 

 当日参加が難しい方向けに後日、有料でのオンデマンド配信を行います。動画は、一定期間（2

週間程度）視聴することができます。 

 開催終了後のオンデマンド視聴の場合、視聴確認のためのテストを受講し、合格した方には、リフレッ

シュポイント（2ポイント）を付与いたします。ただし、オンデマンド視聴によるポイント取得上限は 2

ポイントまでとします。2日分の申込をした場合、オンデマンド視聴は可能ですが、ポイント取得は 2

ポイントが上限となりますので、ご注意ください。 

※ 12/25、26の両日にリアルタイムで参加し、取得要件を満たした場合は、4ポイント取得するこ

とが可能です。 

※ 当日リアルタイムで参加し、2ポイント以上取得された方は、オンデマンド視聴とテスト合格をした

場合でも、ポイント付与対象外となります（当日参加分とオンデマンド視聴分による 2重のポイ

ント獲得は不可）。ご注意ください。 

 オンデマンド視聴料金は、カンファレンス当日の参加料と同様、JBA公認S〜D級コーチは 2,000

円（1日分）、JBA公認E-1・E-2・E級コーチ、および一般参加者は 4,000円（1日分）とな

ります。 

※お支払い時には別途システム利用料（273円）がかかります。 

 オンデマンド視聴の申し込み方法については、2022年1月上旬（予定）にメール等でご案内いた

します。 

 

15．よくある質問 

Q1：申し込みをしたのですが、参加方法に関する案内メールが届きません。なぜでしょうか？ 

A1：Team JBAにご登録されているメールアドレスにシステムより一斉送信いたしますので、有効なメール

アドレスが登録されていること、また、「no-reply@team-jba.jp」からのメールが迷惑メールに振り分けられ

ないよう、受信設定をご確認ください。 
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また、参加方法に関する案内メールは、12月24日（金）17時頃を目処に送ります。なお、Team 

JBAにログイン後、サイドメニューの「メール」からも、受信メールの確認をすることができます

（https://team-jba.jp/received-mail/search）。 

 

Q2：カンファレンス当日に Zoomウェビナーに入れなかった場合の対応窓口はありませんか？ 

A2：非常に多くの参加者がいらっしゃるため、参加者一人一人への個別対応ができかねる状況です。予め

Zoomの利用方法をご理解の上、ご参加ください。また、できるだけ安定した通信環境をご準備の上、ご参

加ください。 

 

Q3：リフレッシュポイントはいつ付与されますか？ 

A3：当日ご参加いただき、リフレッシュポイントの取得要件を満たした方へは、2022年1月下旬に付与

予定としております。非常に多くの皆様にご参加いただいているため、参加実績・アンケート回答実績の確認

にお時間をいただきますこと、ご了承ください。 

 

Q4：当日参加をし、アンケートも回答したのですが、リフレッシュポイントが付与されていません。なぜでしょう

か？ 

A4：ご参加いただいた場合でも、退室時間が合計15分以上経過している場合など、リフレッシュポイント

取得要件を満たしていない場合はポイント付与対象外となってしまいます。参加記録は、Zoom上に自動

的に記録されます。その記録をもとに全日程の参加を確認します。リフレッシュポイントの取得要件の詳細に

ついては、「10．リフレッシュポイント取得要件」をご確認ください。 

 

 

【本件に関する問合せ先】  

◆お問い合わせフォーム 

講習会申し込みページの「問合せ」ボタンから、お問い合わせください。 

◆電話受付 

JBA指導者養成担当 TEL 03-4415-2020（平日10：30〜17：00）＊音声ガイダンスにしたがって番号を選択してください。 

 

https://team-jba.jp/received-mail/search

