
本内容は、平成 24 年度 TeamJBA に登録されているコーチ（JBA 公認 D 級コーチ以上）へのご案内です。

2013 年 3月 4日

JBA 公認コーチ 各位

公益財団法人日本バスケットボール協会

資格更新手続きについて

時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素より当協会の活動にご理解、ご協力を賜りまして厚く御

礼申し上げます。

さて、公益財団法人日本バスケットボール協会では、2015 年度の改定コーチライセンス制度の完全実施向

け、2011 年度より段階的な制度の改定を行っております。

以前ご案内した通り2013年度よりコーチライセンスの有効期限がこれまでの2年間から1年間に変更になり

ました。JBA 公認 D 級コーチ以上の資格をお持ちの場合は、2013 年度以降毎年更新手続きが必要となります。

また、有効期限の変更に伴い、2013 年度からの登録料が下記の通り変更となります。

更新手続きは、TeamJBA（会員登録システム）での申請後、コンビニ、ゆうちょでの登録料お支払いを行って

いただくことになります。更新手続きの期間は 2013 年 3 月 4 日～5 月 31 日までとなります。（期間内に更新手

続きが行われなかった場合、資格は失効となります。）

詳しい手続き方法は別紙の通りご案内いたしますので、そちらをご確認の上、期限内に必要な手続きを行っ

ていただきますようお願いいたします。

記

＜登録料＞

※JBA公認 E-1・E-2 級コーチは、永年資格ですので更新手続きの必要はありません。

［添付資料］

・ 改定コーチライセンス制度 概要

・ 更新手続きのご案内

・ 年度更新後の登録手続きガイド

ライセンス 登録料／1年 備考

JBA 公認 A級コーチ 3,500 円 ＊1

JBA 公認 B級コーチ 2,500 円 ＊1

JBA 公認 C-1 級コーチ 1,500 円 ＊1

JBA 公認 C-2 級コーチ 1,500 円 ＊1

JBA 公認 D級コーチ 3,000 円

＊1 JBA 公認 C 級コーチ以上は、別

途日本体育協会への登録及び基本

登録料(10,000 円／4 年)が必要です。



①大会レベルと適用範囲

公式戦をレベル分けし、レベル別に必要資格の基準を定めます。

ベンチで指揮をとる（スコアシートにサインする）コーチは必要資格を保有していることとします。

＊適用大会については今後各連盟と協議し、最終決定する。

②段階的施行

2011 年度より一部改定を行い、2015 年に完全施行を目指して段階的に施行していきます。

改定コーチライセンス制度 概要

レベル 範囲 大会 必要資格 対処（特別措置）

レベルⅠ
国際大会 日本代表戦 JBA公認A級コーチ以上

レベルⅡ トップリーグ トップリーグ JBA公認B級コーチ以上

レベルⅢ

全国大会

各種別ブロック大会

天皇杯・皇后杯（オールジャパン）、全
日本社会人選手権、全日本実業団、全日
本クラブ、インカレ、インターハイ、ウ
インターカップ、全中、全国ミニ、国体、
マスターズ、ジュニアオールスター、全
日本教員、全国高専、全国専門学校、全
日本クラブシニア、全日本クラブスー
パーシニア、全国ママさん、

および各種別ブロック大会

JBA公認C-2級コーチ以上 ・受講中の場合は認める。

・チーム就任1年目に限り免
除とする。

※但し、国体（ブロック国体
含む）は資格保有を必須とす
る。

レベルⅣ

都道府県大会 都道府県大会

※但し、地区大会（予選）が行われない
都道府県大会は各都道府県協会で定める
こととする。

JBA公認D級コーチ以上 ・受講中の場合は認める。

・チーム就任1年目に限り免
除とする。

レベルⅤ

上記以外の公式戦

（都道府県内地区大会）

全国定通制大会 JBA公認E-1級コーチ以上 ・受講中の場合は認める。

・チーム就任1年目に限り免
除とする。

※バスケットボールを専門と
しない引率者(顧問)のみJBA
公認E-2級コーチでも認める。

レベル 範囲 大会 必要資格 対処（特別措置）

レベルⅠ
国際大会 日本代表戦 JBA公認A級コーチ以上

レベルⅡ トップリーグ トップリーグ JBA公認B級コーチ以上

レベルⅢ

全国大会

各種別ブロック大会

天皇杯・皇后杯（オールジャパン）、全
日本社会人選手権、全日本実業団、全日
本クラブ、インカレ、インターハイ、ウ
インターカップ、全中、全国ミニ、国体、
マスターズ、ジュニアオールスター、全
日本教員、全国高専、全国専門学校、全
日本クラブシニア、全日本クラブスー
パーシニア、全国ママさん、

および各種別ブロック大会

JBA公認C-2級コーチ以上 ・受講中の場合は認める。

・チーム就任1年目に限り免
除とする。

※但し、国体（ブロック国体
含む）は資格保有を必須とす
る。

レベルⅣ

都道府県大会 都道府県大会

※但し、地区大会（予選）が行われない
都道府県大会は各都道府県協会で定める
こととする。

JBA公認D級コーチ以上 ・受講中の場合は認める。

・チーム就任1年目に限り免
除とする。

レベルⅤ

上記以外の公式戦

（都道府県内地区大会）

全国定通制大会 JBA公認E-1級コーチ以上 ・受講中の場合は認める。

・チーム就任1年目に限り免
除とする。

※バスケットボールを専門と
しない引率者(顧問)のみJBA
公認E-2級コーチでも認める。

（2013 年 3 月現在）



●●● 更新手続きのご案内 ●●●

【更新対象者】

2013 年（平成 25 年）2 月現在、TeamJBA に登録された JBA 公認 A 級・B 級・C-1 級・C-2 級・D 級コーチ

(JBA 公認 E-1 級・E-2 級コーチは更新手続きの必要はありません。)

【更新期間】

2013 年 3 月 4 日（月）11：00～5 月 31 日（金）

必ず上記期間内に更新手続きおよび登録料の支払いを行ってください。

【更新後の資格有効期間】

2013 年 4月１日～2014 年 3 月 31 日 （1 年間有効）

※2013 年度より単年度更新となります。

【更新後の資格名および登録料】

コーチライセンス制度の改定により、登録料が以下の通り変更になります。

登録料および登録有効期間

資格名 ～2012 年度 2013 年度

更新登録者・新規登録者

JBA公認 A級コーチ 5,000 円／2 年 3,500 円／1 年

JBA 公認 B級コーチ 5,000 円／2 年 2,500 円／1 年

JBA 公認 C-1 級コーチ 5,000 円／2 年 １,500 円／1年

JBA 公認 C-2 級コーチ 5,000 円／2 年 1,500 円／1 年

JBA 公認 D級コーチ 10,000 円／2 年 3,000 円／1 年

JBA 公認 E-1 級コーチ - -

JBA 公認 E-2 級コーチ - -

※A級～C-2 級コーチは、この他に日体協へ基本登録料 1 万円/4 年分を納付することになります。

【更新手続きの流れ】

※詳細の手続き方法は別添「年度更新後の登録手続きガイド」4 ページをご確認ください。

TeamJBA

での

本人申請

請求

メール

受信

登録料

支払

更新登録完了

登録証発行

指定のコンビニまたは
ゆうちょ ATM で登録料
の支払いを行います。



【その他重要事項】

・ JBA公認C-2級コーチ(日本体育協会：指導員)、JBA公認B級コーチ(日本体育協会：コーチ)の養成講

習会を受講・修了し、日本体育協会への登録手続き中の場合は、取得予定のライセンスで更新手続き

を行ってください。尚、その場合、加入コードが必要になりますので、予め所属都道府県にご確認くださ

い。

・ 前年度登録を行った際に、選手とコーチでメンバーID を 2 重取得してしまっている場合、選手として取得

したメンバーIDは使わず、コーチとして取得したメンバーIDでコーチの更新登録、チームへの登録を行っ

てください。（チーム責任者に継続申請を行わないようお伝えください。尚、今年度も同一チームで登録

する場合、本人でチームへの加入申請を行うか、チーム責任者による一括登録を行う場合は責任者に

メンバーID をお伝えください。）

・ 登録料の支払いは請求日から1ヶ月以内、または5月末日のいずれか早い日までにお支払いください。

（詳しいお支払い方法は PC版 TeamJBA トップページの「お支払い方法」をご確認ください。）尚、支払い

に必要な情報は請求メールまたはマイページ「納付状況の確認」で確認できます。

・ チームに選手として登録済、または審判資格を登録済の場合、顔写真の変更はできません。

・ 申請資格に誤りがある場合、誤った登録料が請求されます。必ず正しい資格での申請を行ってくださ

い。

登録システムの操作に関してご不明な点は TeamJBA ヘルプデスクへお問合せください。

◇電話：06-6361-8833 （3～6 月：平日 10：00～13：00/14：00～17：00）

◇メール：TeamJBA トップページの問合せフォームをご利用ください。



【登録証およびオフィシャルマガジン「TIPOFF」の発行】

＜登録証（JBA Point Card）＞

更新登録が完了したメンバーには、更新登録完了日（登録料納入日）の翌月中旬に本人が指定したカード送

付先に JBA から直接登録証（JBA Point Card）を送付します。カードには本人がお持ちの資格（審判・コーチ）

全てが記載されています。

※カードの配送状況はマイページで確認が出来ます。

※登録証（JBA Point Card）がお手元に届くまでは、マイページから印刷可能なＰＤＦ版登録証またはモバイル

登録証をご利用ください。

※配送はクロネコヤマトのメール便となります。登録住所に不備があった場合お届けが出来ませんので、学校

名、勤務先名、部署名、部屋番号等まで正確に登録してください。

○「JBA Point Card」とは

JBA登録者向けサービス拡充の一環として、JBA スポンサーの協力を得て発行しています。

平成 24年度より JBA エグゼクティブパートナーである「ゼビオグループ」との協働での取り組みとして、スー

パースポーツゼビオ、ヴィクトリアなどゼビオグループの対象店舗でポイントカードとして利用できる機能が付

いた登録証です。

※発行元は公益財団法人日本バスケットボール協会（JBA）です。（TeamJBA に登録された情報は全て

JBA が管理しています。）

※平成 24（2012）年度に発行した JBA Point Card は平成 25年 3月 31 日をもって JBAの登録証としては

無効になります。ゼビオグループの対象店舗では、平成 26年 3月 31日まで引き続きポイントカードとし

て利用可能です。

―ポイントの有効期限

2013 年 1月 31 日までに溜めたポイント ・・・2013 年 3月 31 日まで有効

2013 年 2月 1日～3 月 31 日に溜めたポイント ・・・2014 年 3月 31 日まで有効

＜オフィシャルマガジン「TIPOFF」＞

平成 24（2012）年度より発行した JBA初の登録者向けオフィシャルマガジンです。

日本代表の情報や各種大会情報、技術向上に役立つ情報などを掲載し、

平成 25（2013）年度も年 2 回の発行を予定しています。

第 3 号 ・・・ 登録証と同時にお届け ／ 第 4 号 ・・・ 2013 年秋頃お届け（予定）

＊オフィシャルマガジン「TIPOFF」に加え、4月以降メールマガジンの発行も予定しています。

詳細は後日改めてご案内いたします。

以上

＜TIPOFF 第 2 号＞


