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～男女日本代表国際強化試合（宮城大会）タイアップ企画～ 

「“日本代表戦からの学びを現場に活かす”コーチ研修」 

（リフレッシュ研修） 開催要項 

 

 

1． 開催趣旨 

日本国内で開催される国際試合を通して、コーチの皆さんが新たな情報、気づきを得る機会を設けるとともに、試合後

の研修においてコーチ同士で意見交換、ディスカッションをすることで、さらに新しい考え方に触れ、考えを深めることができる

機会を設けます。 

この機会を通じて、日常のコーチングに生かしていただくこと、コーチ同士のコミュニティを広げていただくことにつなげていた

だければと考えています。 

※グループディスカッションでは、自チームに取り入れたいと思った内容についてのチームへの導入方法（プレーヤーへの伝え

方）を主なテーマとして、参加者の皆さんで活発に情報交換していただく予定です。日本代表や対戦国の戦術についての

分析や深堀りをするものではありませんので予めご了承ください。 

 

2． 主催・主管 

公益財団法人 日本バスケットボール協会 

 

3． 開催日時 

2022 年8 月11 日（木・祝）  15:00～19:00 

2022 年8 月13 日（土）    13:30～17:30 

2022 年8 月14 日（日）    12:50～16:50 

※試合時間により終了時間は前後する可能性があります。 

※8 月12 日（金）は 19:00 試合開始となるため、リフレッシュ研修は開催いたしません。 

 

4． 会場 

◆試合会場 ： ゼビオアリーナ仙台 

＜住所＞ 〒982-0007 宮城県仙台市太白区あすと長町1 丁目4−10 

 http://www.xebioarena.com/access/ 

＜最寄駅＞ JR「長町駅」から徒歩5 分 

 地下鉄南北線「長町駅」から徒歩5 分 

 

◆研修会場 ： 【8 月11 日（木・祝）・8 月14 日（日）】 あすと長町 貸し会議室 

＜住所＞  〒982-0007 仙台市太白区あすと長町1 丁目6-37 

                      （ゼビオアリーナ仙台から徒歩5 分） 

 

【8 月13 日（土）】 八本松市民センター 

＜住所＞  〒982-0001 太白区八本松2 丁目4-20 

                      （ゼビオアリーナ仙台から徒歩10 分） 

 

http://www.xebioarena.com/access/
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5． 日程・内容 

◆8 月11 日（木・祝） 

13：00～14：45 受付 

15：00～17：00 

試合観戦 女子日本代表vs 女子ラトビア代表 

 

＠ゼビオアリーナ仙台 

17：00～17：30 移動・休憩 

17：30～19：00 

グループディスカッション 

 『試合観戦で得た新しい学びをプレーヤーに伝える引き出しを増やす』 

ファシリテーター：東頭俊典（JBA 指導者養成委員会） 

 @あすと長町 貸し会議室 

 

◆8 月13 日（土） 

11：30～13：15 受付 

13：30～15：30 

試合観戦 男子日本代表vs 男子イラン代表 

 

＠ゼビオアリーナ仙台 

15：30～16：00 移動・休憩 

16：00～17：30 

グループディスカッション 

 『試合観戦で得た新しい学びをプレーヤーに伝える引き出しを増やす』 

ファシリテーター：東頭俊典（JBA 指導者養成委員会） 

 @八本松市民センター 

 

◆8 月14 日（日） 

10：50～12：35 受付 

12：50～14：50 

試合観戦 男子日本代表vs 男子イラン代表 

 

＠ゼビオアリーナ仙台 

14：50～15：20 移動・休憩 

15：20～16：50 

グループディスカッション 

 『試合観戦で得た新しい学びをプレーヤーに伝える引き出しを増やす』 

ファシリテーター：東頭俊典（JBA 指導者養成委員会） 

 @あすと長町 貸し会議室 

 

※試合時間によりグループディスカッションの時間帯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。 

※グループディスカッションでは、参加者の皆様にいくつかのグループに分かれていただき、皆様でお話いただきます。 

（前回千葉で開催した女子日本代表戦のリフレッシュ研修と同様の内容です） 

※受付場所等は参加者の皆様に後日ご案内いたします。 

※3 日間ともにプログラム（内容）は同様ですが、複数日のお申込みも可能です。 
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6． 参加対象者 

JBA 公認コーチライセンスをお持ちの方 

 

7． 定員 

8 月11 日（木・祝） 48 名  

8 月13 日（土）  32 名 

8 月14 日（日）  48 名 

 

8． 参加料 

8 月11 日（木・祝）  5,500 円 （税込・女子代表戦チケット代含む） 

8 月13 日（土）・8 月14 日（日）  6,500 円 （税込・男子代表戦チケット代含む） 

※お支払い時には別途システム利用料（273 円）がかかります。  

※申込後のキャンセルについては理由に関わらず返金はできかねます。（主催者の都合による開催中止の場合を除く） 

 

9． 申込期間 

7 月16 日（土）10:00～7 月31 日（日）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。 

 

10．申込方法 

  TeamJBA からお申込みください。 

  ※開催日付ごとに申込ページが異なりますのでご注意ください。 

  ※申込ページへのアクセスには TeamJBA へのログインが必要になります。 

 

◆8 月11 日（木・祝）申込ページ＞https://team-jba.jp/member/workshop-applying/15535/detail 

講習会番号：E1004838 

講習会名：【8 月11 日（木・祝）】“日本代表戦からの学びを現場に活かす”コーチ研修（リフレッシュ研修） 

 

◆8 月13 日（土）申込ページ＞https://team-jba.jp/member/workshop-applying/15565/detail 

講習会番号：E1004868 

講習会名：【8 月13 日（土）】“日本代表戦からの学びを現場に活かす”コーチ研修（リフレッシュ研修） 

 

◆8 月14 日（日）申込ページ＞https://team-jba.jp/member/workshop-applying/15564/detail 

講習会番号：E1004867 

講習会名：【8 月14 日（日）】“日本代表戦からの学びを現場に活かす”コーチ研修（リフレッシュ研修） 

 

11．特記事項 

本研修は、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、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の付与対象は、日本代表戦の試合観戦およびグループディスカッションの参加者となります。 

※JBA 公認E 級・E-1 級・E-2 級コーチライセンスは更新不要のライセンスとなるため、リフレッシュポイントは付与されませ

ん。 

 

 

https://team-jba.jp/member/workshop-applying/15535/detail
https://team-jba.jp/member/workshop-applying/15565/detail
https://team-jba.jp/member/workshop-applying/15564/detail
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12．新型コロナウイルス感染症対策 

本研修は感染対策を講じた上で開催いたします。以下の内容を必ずご確認ください。 

✓ 開催日の 2 週間前から「健康チェックシート」に起床時の体温を記入してください。（健康チェックシートは当日ご提

出いただきます。） 

✓ 開催前に体調不良となった場合の参加可否判断の基準は、「開始日の 3 日前に症状が消失していること」となりま

す。開催前に体調不良や濃厚接触者になった場合など、参加可否の判断に迷う場合には JBA 事務局まで遠慮な

くご連絡ください。 

✓ ワクチン接種後の副反応として発熱をする場合もありますが、それが新型コロナウイルスによるものか、ワクチン接種に

よるものかは判断できない事例もあるため、ワクチン接種後に発熱等が発生した場合もその症状が開始日の 3 日前

までに消失していない場合は、参加することができません。ワクチン接種時期についてもご注意ください。 

✓ 会場においては必ずマスクの着用をお願いします。また、換気、手指消毒などにもご協力ください。 

✓ 当日発熱（37 度5 分以上）がある場合などは参加いただけません。日々の体調管理にご留意ください。 

 

13. 持ち物 

✓ 筆記用具 

✓ クリップボード（試合観戦をしながらメモをとっていただきます。） 

✓ 記録記載済みの健康チェックシート 

✓ 登録証（受付時にご本人様確認をいたします。カード、PDF 登録証、デジタル登録証、もしくは免許証等、ご本人

確認ができるものをお持ちください。） 

 

14. その他注意事項等 

・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。各自での管理をお願いします。 

・参加にかかる宿泊、交通費等は自己負担となります。 

・本イベント参加者の肖像権は、専属的に日本バスケットボール協会に帰属します。本イベントの内容（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。 

・すでに日本代表戦のチケットを購入済みの方で本リフレッシュ研修に参加を希望する場合は、問合せフォームよりお問合

せください。 

・大会についての詳細は大会公式サイトよりご確認ください。 

  ▼三井不動産カップ 2022（宮城大会）バスケットボール女子日本代表国際強化試合 大会公式サイト 

   https://exhibition2022-women.japanbasketball.jp/  

  ▼SoftBank カップ 2022 バスケットボール男子日本代表国際強化試合 大会公式サイト 

   https://akatsukifive-men-2022-miyagi.japanbasketball.jp/ 

 

 

 

【本件に関する問合せ先】 

◆問合せフォーム ： 申込ページの「問い合わせ」ボタンからお問合せください。 

 

https://exhibition2022-women.japanbasketball.jp/
https://akatsukifive-men-2022-miyagi.japanbasketball.jp/

