2022 U14 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
U14 奈良県育成センター (Development Center =略称 DC)
・U14 奈良県選抜育成センター（県 DC）

・U14 地区育成センター (A 地区・B 地区 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, 日程・会場
内容

日程

会場

（トライアウト）

2022 年 5 月 28 日（土） 9:00～16:00

第 1 回練習会

2022 年 6 月 26 日（日） 9:00～12:00

第 2 回練習会

2022 年 8 月 28 日（日） 9:00～12:00

第 3 回練習会

2022 年 9 月 4 日（日）

9:00～12:00

第 4・5 回練習会

2022 年 10 月 10 日（月） 9:00～16:00

第 6 回練習会

2022 年 11 月 23 日（水） 9:00～12:00

第 7・8 回練習会

2023 年 1 月 9 日（月）

9:00～16:00

第 9 回練習会

2023 年 2 月 19 日（日） 9:00～12:00

近畿ブロック DC

2023 年 2 月 26 日（日） 9:00～16:00

【男子】上牧第二中学校
【女子】郡山南中学校
【男子】登美ヶ丘北・春日・橿原
【女子】郡山南中学校
【男子】登美ヶ丘北・登美ヶ丘北・橿原
【女子】八木・平城東・新庄
【男子】生駒南・生駒南・橿原
【女子】八木・都南・光陽
【男子】上牧第二中学校
【女子】新庄中学校
【男子】登美ヶ丘北・生駒南・未定
【女子】郡山南・平城東・高田
【男子】上牧第二中学校
【女子】八木中学校
【男子】登美ヶ丘北・生駒南・未定
【女子】郡山南・都南・高田
【男子】滋賀県（YMIT アリーナ）
【女子】奈良県（川西町立総合体育館）

※練習会が練習試合などに変更になる場合があります。その際の交通費などは各自での負担になるので、ご了承ください。

6, 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ブラスと考えられる場合は、参加を認める。)
(2)中学 1 年生、中学 2 年生
※1 優秀な選手の場合、上のカテゴリーで活動することは妨げない。(飛び級は可とする。)
※2 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。

7, 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）

8, 参加人数
原則として、県選抜 DC20 名・A 地区 DC20 名・B 地区 DC20 名程度とする。

9, 入れ替え
今年度については行わない。
10, 指導
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有資格者とする。
男子

県

A 地区

氏名

所属

氏名

工藤 和樹

ﾊﾞﾝﾋﾞｼｬｽユース

上江洲 隆裕

田中 一浩

奈良市立登美ヶ丘北中学校

原田 亜紗美

橿原市立八木中学校

竹本 将也

生駒市立緑ヶ丘中学校

加賀城 優希

橿原市橿原中学校

林 幹人

大和郡山市立郡山南中学校

中村 大貴

ROBINS

森本 修平

生駒市立生駒南中学校

長代 明日香

奈良市立平城東中学校

松浦 雅広

奈良市立春日中学校

中西 政人

奈良市立都南中学校

尾方 慎太郎

葛城市立新庄中学校

大股 真也
B 地区

女子

橿原市立橿原中学校
BANZAI.Jr

所属
大和郡山市立郡山南中学校
ROBINS

新田 将士

大淀町立大淀中学校

古川 大和

大和高田市立高田中学校

梅津 雅亮

上牧町立上牧第二中学校

重松 咲

橿原市立光陽中学校

11, 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)

12, 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、決定します。
【男子】

【女子】

中学校所属

１年生

クラブ・B ユース所属

２年生

(1) 日時 ： 2022 年 5 月 28 日(土) 9:00～12:00(8:30 受付)
13:00~16:00(12:30 受付)
(2)場所 ：【男子】

上牧町立上牧第二中学校体育館

【女子】

大和郡山市立郡山南中学校体育館

(3)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、決定します。
・選考結果は、後日、チーム代表者宛にメール配信にて通知します。
(4)持ち物
・練習着一式(シューズ・着替え等)、各チームのユニフォーム（濃淡）、保険料 800 円（選考後の活動も含む）
JBA 登録カード、ボール、健康チェックシート（各自で協会ＨＰからダウンロード）
(5)参加にあたっての注意事項
・コロナウイルス感染予防の観点から健康チェックシートを事前に記入し、受付で必ず提出するようにしてください。
また、体調不良の場合は参加を自粛するようにしてください。
・活動前や活動後、活動中も備え付けのアルコールで消毒を行いながら参加するようにしてください。
・スポーツ傷害保険に加入いたします。予期しない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。
・活動の趣旨を理解し、１年間の活動を優先できること、活動にかかる費用を了承のうえで参加するようにしてください。
・保護者の観覧については、感染予防の観点から禁止とします。また、顧問等の参加についても最小限にするため、こちらから
協力をお願いした方以外の参加は認めないこととします。
(6)応募資格
①中学１年生、中学 2 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出来る。
※学校行事、忌引き、病気・怪我による欠席は認める。
※リーグ戦については、基本的に育成センター活動日に実施しないものとする。
③保護者の同意があること。
(7)応募方法
・応募用紙に必要事項を記入の上、5 月 13 日（金）までにチーム代表者を通じて、担当者へ申し込むこと。
担当者：ユース育成部 U14 統括マネージャー
境 誠一郎

香芝市立香芝中学校

TEL:0745-77-3161

FAX:0745-76-4070

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(令和４年) ８月 30 日

