
 

 

2022 年 U12 奈良県育成センター実施要項 

 

1 目的 

 日本・奈良県バスケットボールの強化・発展のため、将来日本代表となる優秀な素質を持つ

選手や可能性の高い選手に、良い指導環境、良い練習環境を与えることで、個を大きく育て

る。合わせて指導者の研鑽の場として指導者を養成する。 

2 名称 

 U12 奈良県育成センター (Development Center =略称 DC) 

3 主催 

 一般社団法人 奈良県バスケットボール協会 

4 主管 

 一般社団法人奈良県バスケットボール協会 ユース育成部 

 

5  参加資格 

(1)日本バスケットボール協会(JBA)登録選手 (外国籍でもその選手の参加がプラスと考えられ

る場合は、参加を認める。) 

(2)小学校６年生 

  ※  早生まれの場合、１つ上のカテゴリーで活動することも認める。 

  

6  選手参加料 

 選手より参加料、年額 4,000 円を徴収する。（保険代別） 

※新型コロナウイルスの影響で急遽練習会が中止になった場合、参加費はお返しできませんの

で、ご了承ください。 

7  参加人数 

 原則として、県選抜 A20 名・県選抜 B20 名程度とする。（トライアウト参加人数により変動

の可能性がある。） 

 



 

 

8 日程・会場 

内 容 日 程 会場 

トライアウト 2022 年５月 29 日(日)※時間などは後日連絡 ロートアリーナ 

第１回練習会 

女子 AB：2022 年７月３日(日) 17:30～20:00 

男子 AB：2022 年７月 24 日(日) 17:30～20:00 

女子:都跡小学校 

男子:左京小学校 

第２回練習会 女子・男子 AB：2022 年７月 31 日(日) 17:30～20:00 

女子:都跡小学校 

男子:左京小学校 

第３回練習会 

 女子 AB：2022 年８月 21 日(日) 17:30～20:00 

 男子 AB：2022 年８月 28 日(日) 17:30～20:00 

女子:奈良女子高校 

男子:左京小学校 

第４回練習会 

 男子 AB：2022 年９月４日(日) 17:30～20:00 

 女子 AB：2022 年９月 11 日(日) 17:30～20:00 

男子:左京小学校 

女子:奈良女子高校 

第５回練習会 

男子 AB：2022 年９月 19 日(月) 17:30～20:00 

 女子 AB：2022 年９月 25 日(日) 17:30～20:00 

男子:左京小学校 

女子:都跡小学校 

中期トライアウト 2022 年１０月９日(日)※時間などは後日連絡 未定 

第６回練習会 

男子 A女子 B：2022 年 12 月４日(日) 17:30～20:00 

女子 A男子 B：2022 年 12 月 11 日(日) 17:30～20:00 

未定 

第７回練習会 

男子 A女子 B：2022 年 12 月 18 日(日) 17:30～20:00 

女子 A男子 B：2022 年 12 月 25 日(日) 17:30～20:00 

未定 

第８回練習会 

女子 A男子 B：2023 年２月５日(日) 17:30～20：00 

男子 A女子 B：2023 年２月 12 日(日) 17:30～20:00 

未定 

第９回練習会 

女子 A男子 B：2023 年２月 19 日(日) 17:30～20:00 

男子 A女子 B：2023 年２月 26 日(日) 17:30～20:00 

未定 

第 10 回練習会  男女 AB：2023 年３月 12 日(日) 17:30～20:00 未定 

※日程が一部変更になる場合もございますので、予めご了承ください。 

 

 



 

 

9  指導者 

 全ての指導者は、県協会ユース育成部により任命された者で、JBA コーチライセンスを有す

る者とする。 

 男子 女子 

 氏名 所属 氏名 所属 

 

A 

田中 勇樹 朱雀 岡本 宗久 都跡 

齋藤 彬 天理 佐々木 亨 平群 

中谷 里美 生駒北 花谷 采奈 上牧 

 

B 

大西 一新 平城 栗間 善輝 平城 

奥田 晋也 富雄北 柳 晃介 藤原 

林 咲希 三郷 藤田 翔 天理 

10  指導内容 

JBA 技術委員会より提示された内容に準じた指導内容とする。 (奈良県選手への伝達機能も有

する) 

11  トライアウトの実施について  

DC 参加者は、トライアウト方式で選考して、決定する。  

(１) 日時 ：男女：2022 年５月 29 日（日） 

(２)選手選考について  

・一般社団法人奈良県バスケットボール協会・強化統括グループにて選考し、決定する。  

・選考結果は、後日、メーリングリストで連絡する。 

(３)持ち物  

・練習着(シューズ・着替え・ボール等)、各チームのユニフォーム（濃淡※淡色は白に限

る）、JBA 登録カード、健康チェックシート（トライアウト当日までの二週間が記載されてい

るものに限る） 

(４)参加にあたっての注意事項   

・トライアウト参加時刻は後日、ユース育成部で決定し、通知する。トライアウト参加者の都

合による変更はできない。参加すべき時間に参加しなかった場合、選考の対象にはならない。 

・道中の事故等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 



 

 

(５)新型コロナウイルス関連   

・選手、指導者及び保護者等の本大会への参加については、（一社）奈良県バスケットボール

協会 U-12 部会から示されている「新型コロナウイルス感染症に伴う各種事業への参加の判断に

ついて」によるものとする。 

・会場での新型コロナウイルス感染症対策については、別途連絡をする。 

・見学する保護者は、健康チェックシートを提出した際に本部より見学可のネームホルダーを

受け取り、着用する。 

※見学は１名に限り、兄弟等の付き添いはご遠慮ください。 

・37.5℃以上の発熱がありトライアウトに参加できなかった場合においても、別日によるトラ

イアウトは実施しない。 

(６)参加資格   

①小学校６年生であること。  

②育成センター活動を優先できること。  

※全国大会やそれに準ずる公式戦の予選等と日程が重複した場合は、チームの活動を優先する

ことができる。  

※学校行事、忌引き、病気・怪我による欠席は認める。  

③保護者の同意があること。  

④健康チェックシートを提出すること（トライアウト当日までの二週間で体温が 37.5℃未満だ

った者に限る。）  

  ※チェックシートを忘れた場合参加することはできない。   

(７)応募方法  

 応募用紙に必要事項を記入の上、４月 29 日（金）までにチーム代表者を通じて、担当者へ   

メールで申し込むこと。 

 

 

 

一般社団法人奈良県バスケットボール協会 ユース育成部  2022 年９月４日 

担当者：ユース育成部 U12 マネージャー 

栗間 善輝 （平城ミニバスケットボールクラブ） 

MAIL：montblanc0206@gmail.com TEL:080-6101-5766 


