(県内全審判員用資料)

改訂第２版

ＪＢＡ公認Ｂ〜D 級審判員ライセンス更新講習会について(お知らせ)(20190312)
※日程等につきまして変更点がありますのでご確認ください。

この更新講習会は、2020 年度の審判資格の更新に必要な「必修研修」です。
Ⅰ〈B 級更新講習会〉
B 級審判員の方は、次の日程で更新講習会を行います。(離島地区を除く)
出席できない方は県審判委員長に直接ご連絡ください。
C,D 級の方もこの回に受講することができ、更新講習会受講とみなされます。(受講料はⅡ参照)
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2019 年 ４月 ７日（日） ９：２０～
長崎外国語大学 大ホール
B 級 ４，０００円 (当日、受付でのお支払いとなる予定です。)
９：００～ 受付(９：１５までに会場にお入りください)
９：２０〜 新ルール伝達講習会(受講は任意)
１０：４０～ 更新講習会講義(１０：３０までに受付)【ここから必修】
１１：５５～ ルールテスト
１２：４０～ 体力テスト
(C,D 級の方はありません。)
※新ルール伝達と更新講習会の講義は別に実施します。１０：４０〜の講義は
資格更新のために必修となります。

Ⅱ〈C,D 級更新講習会〉
C,D 級の方は上記の 7 日に加え、下記の日程でも同じ内容で実施します。
内容は「講義」と「ルールテスト」です。県内のどの地区での受講も可能です。
なお、会場・時間の詳細については決定次第配信いたします。(3 月下旬ごろ)

１ 日時・開催地区
【西彼西海地区】
2019 年 4 月 8 日(月) １８：３０〜 時津東部コミュニティセンター
１８：２０〜 受付
１８：３０〜 新ルール伝達講習会(受講は任意)
１９：３０〜 更新講習会講義(１９：３０までに受付)【ここから必修】
２０：３０〜 ルールテスト
【島原半島地区】
2019 年 4 月 13 日(土) ９：３０～ 島原市杉谷公民館 大ホール
９：２０〜 受付
９：３０〜 新ルール伝達講習会(受講は任意)
１０：３０〜 更新講習会講義(１０：３０までに受付)【ここから必修】
１１：３０〜 ルールテスト
【大村東彼地区】
2019 年 4 月 13 日(土) １４：００〜 大村市中央公民館(ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ)大会議室
１３：４０〜 受付
１４：００〜 新ルール伝達講習会(受講は任意)
１５：００〜 更新講習会講義(１５：００までに受付)【ここから必修】
１６：００〜 ルールテスト

【佐世保地区】
2019 年 4 月 13 日(土) １８：３０〜 佐世保市労働福祉センター 大会議室
１８：１５〜 受付
１８：３０〜 新ルール伝達講習会(受講は任意)
１９：３０〜 更新講習会講義(１９：３０までに受付)【ここから必修】
２０：３０〜 ルールテスト
【壱岐地区】
2019 年 4 月 14 日(日) ８：３０〜 壱岐の島ホール 2 階大会議室
８：２０〜 受付
８：３０〜 新ルール伝達講習会(受講は任意)
９：３０〜 更新講習会講義(９：３０までに受付)【ここから必修】
１０：３０〜 ルールテスト
【上五島地区】
2019 年 4 月 14 日(日) ９：００〜 新上五島町石油備蓄記念会館 2 階大会議室
８：５０〜 受付
９：００〜 新ルール伝達講習会(受講は任意)
１０：００〜 更新講習会講義(１０：００までに受付)【ここから必修】
１１：００〜 ルールテスト
【平戸松浦地区】
2019 年 4 月 14 日(日) １４：００〜 田平活性化施設 研修室 1・2
１３：５０〜 受付
１４：００〜 新ルール伝達講習会(受講は任意)
１５：００〜 更新講習会講義(１５：００までに受付)【ここから必修】
１６：００〜 ルールテスト
【諫早地区】
2019 年 4 月 14 日(日) １８：３０〜 諫早文化会館 研修室
１８：２０〜 受付
１８：３０〜 新ルール伝達講習会(受講は任意)
１９：３０〜 更新講習会講義(１９：３０までに受付)【ここから必修】
２０：３０〜 ルールテスト
【長崎地区】
2019 年 4 月 15 日(月) １８：２０〜 県立総合体育館大研修室
１８：００〜 受付
１８：２０〜 新ルール伝達講習会(受講は任意)
１９：２０〜 更新講習会講義(１９：２０までに受付)【ここから必修】
２０：２０〜 ルールテスト
２ 受講料

C,D 級

２，０００円 (当日、受付でのお支払いとなる予定です。)

３ その他

壱岐・上五島地区の B 級審判員の方の体力テスト・実技講習については、個別に
相談してください。(窓口：県審判委員長 森田)

Ⅲ〈B〜D 級更新講習会(離島部)〉
離島部２地区については、島内で B〜D 級更新講習会を行います。

１ 日時・開催地区
【五島地区】
2019 年 4 月 13 日(土) ９：００〜 五島市立富江中学校(パソコン室・体育館)
８：５０〜 受付
９：００〜 新ルール伝達講習会(受講は任意)
１０：００〜 更新講習会講義(１０：００までに受付)【ここから必修】
１１：００〜 ルールテスト(C,D 級の方はここで終了です。)
１２：００〜 B 級体力テスト(終了後一旦解散となります。)
１３：００〜１５：００ 実技講習(人数により時間は短くなります)
【対馬地区】
2019 年 4 月 13 日(土) １３：３０〜 美津島文化会館 大会議室(3F)
１３：１５〜 受付
１３：３０〜 新ルール伝達講習会(受講は任意)
１４：３０〜 更新講習会講義(１４：３０までに受付)【ここから必修】
１５：３０〜 ルールテスト(終了後一旦解散となります。)
１８：３０〜 B 級体力テスト
１９：３０〜２１：００ 実技講習(人数により時間は短くなります)
２ 受講料

Ⅳ

ライセンスによる（上記参照）

〈諸連絡・その他〉

【全体】
・Team JBA からの申込となります。これについては 2019 年度の登録が終了した後となり
ますので、新年度の登録期間が始まってから改めてご案内いたします。
・B 級は 2020 年 3 月 31 日、C、D 級は 2021 年 3 月 31 日をもって下位資格への降格を
希望されている方、リタイアを希望されている方については、更新講習会の受講の義務はあ
りません。
・新年度、住所や連絡先が変更になる（なった）場合は Team JBA にて登録情報の変更を
お願いします。
また、情報の発信や審判割当は、Team JBA(メールアドレス：auto-res@team-jba.jp)か
ら行うことが多くあります。受信できない設定にされている場合は、解除していただきます
ようお願いします。
・４月１日時点で１８歳未満の方は、受講料が１，０００円となります。
・2019 年度の「登録料」と、2020 年度に向けての本講習会の「受講料」は別物ですので
ご注意ください。
・ルールテストは８０点合格です。もうすぐ JBA ホームページに新しいルールテスト問題集
が掲載されます。各自事前にご確認ください。県審判委員会 HP でもお知らせいたします。
また、日頃からルールブックを熟読し、ルールの理解を深めていただきますようお願いいた
します。
・ルールテストに不合格だった場合は、1 回のみ再試が認められます。これにつきましては、
４月以降にご案内します。
・当日は、筆記用具と情報端末(スマートフォンやタブレットなど(インターネット環境が確保
できるもの)：持っていらっしゃる方)をお持ちください。

・各更新講習会の講義の部分は、E 級の方や審判資格がない方も聴講することができます。
内容は「２PO メカニクス」についてです。なお、申込や受講料は必要ありません。
・今回のメールで添付している資料は、事前に情報端末にダウンロードするか印刷をして、当
日お持ちください。
・マニュアルブックは今後の審判活動に必要です。当日は受付での販売は行いません。3 月下
旬より、オンライン販売(HMV)およびローソン/ミニストップ(店頭 Loppi)で一般販売を開
始いたします。こちらを利用して、個人でご購入いたただくことも可能です。
(JBA 公式ホームページ グッズページ http://www.japanbasketball.jp/goods/)

【B 級審判員の方】
・体力テストについては、年齢・性別ごとに 20m シャトルランの回数が定められており、規
定の回数をクリアする必要があります。詳しくは下記リンクよりご確認ください。事前に必
ずトレーニングを積んでいただき、ご参加ください。
また、１回目で規定の回数をクリアすることができなかった場合、２回を上限に再試が認め
られます。これにつきましては、４月以降にご案内します。
《体力テスト参考》http://referee.nagasaki.jp/?page_id=1733
・B 級審判員は、実技講習があります。県審判委員会が定める大会で実技によりインストラク
ターの指導を受けます。これにつきましては、4 月の更新講習会の際にご案内いたします。
【C,D 級審判員の方】
・C,D 級の更新講習会は、2 年に１回であり、西暦奇数年度となっています。
・4 月のどの回にも参加できない場合は、審判委員会の下記担当者にご連絡ください。
審判委員会窓口(C,D 級担当)：久原 裕未
nab.referee.touroku2019@gmail.com
※B 級の方で４月 7 日に欠席の方は、県審判委員長へ直接ご連絡ください。

（問い合わせ先・B 級欠席窓口）
（一社）長崎県バスケットボール協会
審判委員長
森田 将史
morita1974nagasaki@yahoo.co.jp
【各リンク】
県審判委員会 HP
http://referee.nagasaki.jp
JBA ホームページ http://www.japanbasketball.jp
JBA 審判ポータルサイト https://sites.google.com/view/jba-ref

