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令和３年度 競技会委員会事業報告

①２０２１キッズバスケットボール阿蘇フェスティバル(第１７回大会)

  令和３年１１月１３日（土）～１４日（日） 阿蘇市阿蘇体育館

  ※６０チーム・４９２人参加

  ※当初９月に計画していましたが、感染状況により延期しました。

②第１４回親子バスケットボール大会・第４回熊本県キッズ３Ｘ３大会

  令和３年１２月１９日（日） 大矢野総合体育館

  ※３９(２１＋１８)チーム・２６０(１６５＋９５)人参加

③第１９回熊本県キッズバスケットボール大会

  令和４年３月１９日（土）～２１日（月） ウイングまつばせ・不知火体育館

  ※７８チーム参加予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大のため中止しました。

令和３年度 審判委員会事業報告

①２０２１キッズバスケットボール阿蘇フェスティバル(第１７回大会)

  令和３年１１月１３日（土）～１４日（日） 阿蘇市阿蘇体育館

    ※Ｄ級更新講習会を帯同審判で実施

②第１４回親子バスケットボール大会・第４回熊本県キッズ３Ｘ３大会

  令和３年１２月１９日（日） 大矢野総合体育館

③第１９回熊本県キッズバスケットボール大会

  令和４年３月１９日（土）～２１日（月） ウイングまつばせ・ほか

  ※中止

  各チーム帯同審判等のご協力誠にありがとうございました。

  今後も引き続き、よろしくお願いいたします。



令和３年度 ＤＣ委員会事業報告

①リモート講習会(スポーツ協会助成事業)

令和３年７月～１２月

〇３年生以下講習会…１０回開催

  ※子どもたちは毎回とても楽しんでいたが、今後はできれば休止しているキ

ャラバンや対面での実技講習会を実施していきたい。

令和３年度 指導者養成委員会事業報告

①リモート講習会(スポーツ協会助成事業)

令和３年７月～１２月

〇指導者講習会…７回

  ※内容は毎回すばらしかったので、参加者をもっと増やしたかった。



令和４年度 競技会委員会事業計画

①２０２２キッズバスケットボール阿蘇フェスティバル(第１８回大会)

令和４年９月１０日（土）～１１日（日） 阿蘇市阿蘇体育館

②第１５回親子バスケットボール大会・第５回キッズ３×３大会

令和４年１１月２３日（水） 上天草市アロマ

③第２０回熊本県キッズバスケットボール大会

令和５年３月４日（土）～５日（日） 宇土市民体育館・ほか

令和４年度 審判委員会事業計画

① 令和４年度審判講習会

令和４年７月～８月

②２０２２キッズバスケットボール阿蘇フェスティバル(第１８回大会)

令和４年９月１０日（土）～１１日（日） 阿蘇市阿蘇体育館

③第１５回親子バスケットボール大会・第５回キッズ３×３大会

令和４年１１月２３日（水） 上天草市アロマ

④第２０回熊本県キッズバスケットボール大会

令和５年３月４日（土）～５日（日） 宇土市民体育館・ほか



令和４年度 ＤＣ委員会事業計画

① 実技講習会(スポーツ協会助成事業)

令和４年９月１９日（月） 熊本市植木方面

※対面での実技講習会の予定

②キッズキャラバン

  令和４年１０月～

  ※感染状況を考慮しながら実施を検討

令和４年度 指導者養成委員会事業計画

①リモート講習会(県協会事業)

令和４年７月～１２月

〇指導者講習会…３回程度

  ※Ｕ１２部会との共同開催の予定

② コンプライアンス講習会

令和４年８月１１日（木） 嘉島町民会館



  令和 4 年 4 月  

2022 年度 審判 D 級ライセンス 新規取得/昇格 について 

 

(一社)熊本県バスケットボール協会 

審判登録担当 青島早希 

 

 

2022 年度 D 級ライセンス取得希望の方は、下記をご確認ください。 

 

 

 

 

■D 級取得につきましては 2 パターンがあります。 

① 新規取得（初めて審判ライセンスを取得する方） 

② 昇格（E 級ライセンスを保有しており、D 級ライセンスを取得する方） 

【E 級取得につきましては TeamJBA のご案内をご覧ください】 

 

■②の昇格に希望される方は保有されている E 級ライセンスの 2022 年度の登録または更新登録を 

 必ず済ませてください。 

 ・登録料は年度内昇格であれば差額請求となります。 

 

■①新規取得、②昇格をご希望の方は、青島まで下記をご連絡ください。【上記表 STEP１】 

(1)Team JBA の ID 

(2)氏名 

(3)連絡先（携帯番号） 

【青島 早希 ochanokosai-sakisaki@i.softbank.jp  もしくは 080-3948-5218】 

 

 

■e ラーニング受講可能となりましたら TeamJBA より申込可能な旨がメールで配信されます。 

以後、STEP２から順次お進みください。 

 

 

mailto:ochanokosai-sakisaki@i.softbank.jp


  令和 4 年 4 月  

[実技講習会について] 

■STEP４の実技講習会につきましては、各カテゴリー及び県協会 HP にて随時お知らせ致します。 

各自ご確認ください。 

 

■実技講習会の申込は TeamJBA より、開催日の概ね 1 か月前よりお申込可能です。 

 

■実技講習会は、STEP３の e ラーニングに合格済でなければお申込ができません。 

 

■実技講習会は、どのカテゴリーの講習会にも参加可能です。 

 

■STEP４の D 級講習会情報です。（2022 年 4 月時点） 

主管カテゴリー 時期 場所 内容 備考 

U9 連盟 8 月前半 未定 D 級昇格/新規 9 月サマーフェスティバルの前に実施 

U12 連盟 6/18(土) 
不知火体育館

※調整中※ 
D 級昇格/新規 午前と午後で開催。7 月学童の前に実施  

U15 連盟 8/7（日） 合志楓の森中学校 D 級昇格/新規   

社会人連盟 6 月 未定 D 級昇格/新規 7 月リーグ戦開始の前に実施 

 

【問い合わせ先】※ID とお名前を必ずお願い致します※ 

 

  一社）熊本県バスケットボール協会 

審判登録担当 

青島 早希 

TEL：080-3948-5218 

mail：ochanokosai-sakisaki@i.softbank.jp 



熊本県におけるキッズバスケットボールチームや競技者の登録について

熊本県キッズバスケットボール連盟

会長 藤林 満也

１ なぜ登録が必要なのか

熊本県バスケットボール協会から、熊本県キッズバスケットボール連盟は、多くの

補助を受けながら大会運営を行ってきました。それは、バスケットボール競技者の底

辺拡大という意味があるからです。

しかし、他のカテゴリーの競技者は登録料を支払っていますので、公平性を保つ意

味から、平成３０年度より登録を行っていただくことになりました。

ご理解いただけますよう、お願い申し上げます。

２ 登録料について

日本バスケットボール協会チーム登録 １チーム ２０００円

日本バスケットボール協会個人登録 １人 ０円

※4年生以上は ８００円

県バスケットボール協会チーム登録 １チーム １０００円

県バスケットボール協会個人登録 １人 ４００円

※つまり「チーム登録料３０００円＋個人４００円×人数」

３ 出場できる大会について

阿蘇フェスティバル(９月)

熊本県キッズバスケットボール大会(３月)

※親子大会と３×３は登録無しでも参加可。

４ 登録の方法

「Ｕ１２の登録方法」を参考にして登録すること。

５ 留意点

・チームで多くの子ども達がいる場合、１つのチームとして登録され、大会は複数

チームに分割して参加することも可能。(ただし、男女は別。)

・ミニのチームに登録している子どもたちも、キッズの大会に出場することは可能。

・ミニに上がる場合は移籍規定を適用しない。

※ただし、ミニのチームに登録していてミニの試合に出場している場合は、移籍規

定を適用する。

・ミニのような「県登録用紙」等はない。(ＪＢＡのネット登録のみ)

６ 登録期限

令和４年５月３１日(厳守) ※個人の追加登録はこの後も可能

７ 問い合わせ先

熊本県キッズバスケットボール連盟 溜渕利明

０９０－２５１２－３９３２

kumakidsba@yahoo.co.jp ※できるだけ、メールにしていただけると助かります。



委員会名 総　務 財　務 事　業 規律・裁定 競　技　会 審　判 Ｄ　Ｃ 指導者養成
委員長 高永　美加 野田　沙里 師井　啓竹 野田　美智子 岩元　誠 河津　勝 佐野　文義 岸本　隆彰

清田　雄一郎 井上　翼 米満　優二 溜渕　利明 青島　早希 岸本　隆彰 志摩　美樹
村上　明香
松本　真一
高橋　大樹
石松　信人
橋本　修

主な役割 役員連絡
開閉会式運営

事業会計
Ｄ－ｆｕｎｄ会計

大会結果集計
ホームページ運用

チームや指導者に
対しての規律・裁

定

大会企画運営
独自ルール検討

審判講習会企画運営
審判配当立案

キャラバン企画運営
フェスタ等対応

指導講習会企画運営

支部名 名前 所属 岩下　沙織
荒　尾 青島　心
玉　名 南　恵輔 たまなミナミ 寺坂　正之 八代キッズ
菊　池 田代 浩章 泗水CosmoSters 岸本　隆彰

宮崎　真人 阿蘇スマイルキッズ 木原　誠司
河津　勝 おぐにＵ－ＫＩＤＳ 野角　誠
福嶋　克美 TFOD　ＢＢＣ
岩元　誠 御幸ＢＢＣ 水俣・芦北

上益城 藤本　祥太 人吉・球磨 山本　一喜 たらぎＪＢＢＣ

副理事長

下本　美砂子

溜渕　利明

副委員長

熊本市
熊本県キッズ大会

親子大会・３×３

天　草
総括　木原　誠司阿　蘇

八　代

総括　野田　美智子

令和４・５年度　熊本県キッズバスケットボール連盟理事組織図

宇　城 ブルーカンガルーズ

岸本　隆彰

名誉会長
成田　敏彦

会長
藤林　満也

総括　清田　雄一郎

顧　問
片平　成人

理事長

頑張子達

大会責任者
阿蘇フェスティバル

支部理事

副会長
野田　美智子


