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2016 年 9月 1日 

 

 

都道府県バスケットボール協会 

指導者育成委員長 各位 

（写） 登録責任者 各位 

公益財団法人日本バスケットボール協会 

 

 

平成 28年度第 2回（9 月～10月)コーチ登録手続きについて 

 

 

平素より当協会事業に格別なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

標記の件について下記の通りご連絡いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。 

また、2016 年度未更新の方には、JBA から後日再登録のご案内メールをお送りします。（案内内容と対

象者リストは後日送付させていただきます。） 

ご多忙のところとは存じますが、ご理解、ご協力を賜りますよう何卒よろしくお願いいたします。 

  

 

記 

 

 

◆登録対象者 

区分 詳細・手続き等 

新規登録 別紙 「１． 新規登録について」 参照 

昇格申請 別紙 「２． 昇格申請について」 参照 

再登録（復活申請） 別紙 「３． 資格失効に伴う再登録について」 参照 

 

 

◆平成 28年度第 2回コーチ登録期間 

  9月 1日（木）11：00～10月 31日（月）17：00 

  ＊新規登録、昇格申請、再登録のいずれも上記期間での手続きが必要となります。 

  ＊年度途中の登録となりますが、1年分（2016年 4月～2017年 3月分）の登録料が発生します。 

  ＊受講資格については、コーチ登録期間に関わらず随時新規登録を行っていただけます。 
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１． 新規登録について                                                 

 

【対象者】 

●養成講習会修了者で、TeamJBAのコーチ登録(受講資格含む)を行っていない方 

※C級以上の場合、下記の 2通りがあります。 

①日体協資格(指導員以上)を 2016年 4月に登録し、TeamJBAでの登録をまだ行っていない方 

②日体協資格(指導員以上)を 2016年 10月に登録する方 

※「受講資格」登録をし、TeamJBA メンバーＩＤを取得している方には「昇格申請」を行うようご案内ください。 

（別紙「２． 昇格申請について」参照） 

 

【本人(対象者)の手続き方法】 

別紙「役員・コーチ・審判新規登録ガイド」参照。 

（ガイドは TeamJBA トップページからダウンロード可能） 

 

【都道府県協会指導者育成委員会責任者が行う手続き】 

●受講修了者への登録案内および加入コードの通知 

講習会受講・修了者で未登録の方に登録手続きのご案内を行ってください。なお、手続きの際には加入コ

ードが必要になりますので該当する資格の加入コードを本人にお知らせください。 

 ＞新規登録者への加入コード周知方法 

養成講習会最終日に対象者に伝える、受講者のメールアドレスを事前に確認し、修了者にメールで通知する、

加入コード確認用のメールアドレスを対象者に伝え、対象者から送信されたメールに返信する etc… 

 

●承認作業 

講習会を受講・修了したメンバーであることを確認し、加入承認作業を行ってください。 

※加入承認一覧画面において、新規登録対象者は「登録実績」欄が空欄になっています。また、更新対象

者は「登録実績」に直前の所属先・資格名が表示されています。「登録実績」が表示されている場合は再

登録申請の対象者となりますので、再登録申請の手続きが済んでいるかどうかを確認した上で承認してく

ださい。（「３．資格失効に伴う再登録について」参照） 

 

●講習会開催報告書類の提出 

養成講習会修了者については、JBA に必要書類を提出ください。 （必要書類がないと JBA での確認がで

きません。） 

提出書類 ： 講習会開催要項 ・ 日程表 ・ 判定結果（検定者の押印のある原本） ・ 修了者名簿 
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２． 昇格申請について                                                 

 

【対象者】 

3～5月の新規登録・更新登録後に、上級資格を取得した方 

例：受講資格⇒D級，E-1級⇒D級，C級⇒B級 

 

【本人(対象者)の手続き方法】 

マイページから昇格申請を行う 

 

【都道府県協会指導者育成委員会責任者が行う手続き】 

●受講修了者への登録案内 

講習会受講・修了者（受講資格登録者、コーチライセンス取得済みのメンバー）に登録手続き（昇格申請）

のご案内を行ってください。 

 

●承認作業 

E-2級・E-1級・D級の場合： 講習会を受講・修了したメンバーであることを確認し、承認作業を行

ってください。 

C級の場合： 日体協資格が有効（○印）になっていることを確認し、承認作業を行

ってください。 

B級以上の場合： JBA より別途送付するリストと照合の上、承認作業を行ってください。 

 

※※重要①※※ 

E-1、E-2 級ライセンス取得者または「受講資格」取得者が D 級以上のライセンスを取得した場合には、新

規登録（加入コードを利用した手続き）ではなく、「昇格申請」の手続きとなります。 

（E-1、E-2 級、講習会受講資格は年度が変わっても所属関係は解除されていないため、「加入コード」を

利用しての申請はできません。） 

 

※※重要②※※ 

今回より S級、S（F）級への昇格申請があります。 
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３． 資格失効に伴う再登録について                                                  

 更新手続きを期間中に行わず、資格失効となった場合、コーチ登録規程第 11条に基づいて再登録を行

うことができます。 

※必ず期間内に書類の提出・手続きおよび登録料の支払いの全ての手続きを行っていただくことが必要と

なります。 

 

●第 2回期間中に手続きした際の資格有効期間 

・JBA公認コーチ資格(以下、JBA資格) 

～2017年 3月末 

  ※2013年度より、有効期間は 1年となっております。 

 

・日本体育協会公認スポーツ指導者資格(以下、日体協資格) 

2017年 4月～ 

各都道府県からの申請を JBA が一括して日体協に申請を行います。審査後、登録手続き書類が日体協

から直接本人に送付されます。(2017年 1月頃予定) 手続き完了後、2017年 4月登録となります。最後

まで手続きを行わないと登録は完了しませんので、ご注意下さい。 

 

●審査料 

基準 審査料 

失効後 1年以内 ― なし 

失効後 2～4年 ①JBAおよび日体協資格ともに失効 2,000 円 (別途日本体育協会に直接

3,000円納付)  

②日体協資格失効の場合 2,000 円 (別途日本体育協会に直接

3,000円納付) 

③JBA資格失効の場合 5,000円 

 

●手続きの流れ 

(1)再登録申請(復活申請)の様式を本人から所属の都道府県協会へ提出 ※<補足 1> 

(2)各都道府県協会での審査 

(3)申請承認後、TeamJBAでの本人申請 ※<補足 2> 

(4)請求メール受信 

(5)登録料支払い 

(6)登録完了 

(7)登録証・ネックストラップおよびオフィシャルマガジン「TIP OFF」の発行  

 

※<補足 1> 

①日体協資格失効の場合 

本人 

【様式 2-A】(上半分)及び【様式 2-A】に記入、審査料 2,000円とともに所属の都道府県協会に提出。 

都道府県 

【様式 2-A】承認後、下半分を記入。JBAに提出する。 

【様式 2-A】内容を確認し、審査をする。承認後、JBAに提出する。 
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②JBA資格失効の場合 

本人 

【様式 1-B】及び【様式 2-B】に記入、審査料 5,000円とともに所属の都道府県協会に提出。 

 

都道府県 

【様式 1-B】承認後、JBAに提出する。 

【様式 2-B】内容を確認し、審査する。承認後、JBAへ提出はせず、都道府県で書類を保管する。 

 

③JBA・日体協資格ともに失効の場合 

本人 

【様式 2-A】(上半分)及び【様式 2-A】に記入、審査料 2,000 円とともに所属の都道府県協会に提出。

【様式 2-A】に両方の資格が失効している旨を明記させる。 

 

都道府県 

【様式 2-A】承認後、JBAに提出する。 

【様式 2-A】内容を確認し、審査する。承認後、JBAに提出する。 

 

〔その他〕 

・必要事項を全て埋めてください。特に、【様式 2-A,B】の「Ⅲ.今後の指導活動予定」は指定の通り、必ず

100文字以上記入して下さい。 

・必ず捺印をしてください。 

 

※<補足 2> 

・JBA への書類提出と同時並行で TeamJBA での本人申請を進めていただき、必ず期間内に登録が完了

するようにご案内ください。 

・2015 年度の登録状況、ポイントの取得状況によって、手続き方法が異なりますので、 別表にてご確認く

ださい。 

 

 

●参考 

JBA公式サイト「コーチライセンスの復活（再登録）について」に手続き方法、様式を掲載しております。 

URL：http://www.japanbasketball.jp/coach/recover 

2015年度の登録 2016年3-5月のポイント
2016年8月現在
のポイント

現在の所属 2016年9-10月の手続き

1
2015年度(2016年3月末)までに

ポイントを未取得
2ポイント以上 受講資格 昇格申請

2
2015年度(2016年3月末)までに

ポイントを取得済
2ポイント以上 無所属

継続ボタンによる手続き/加
入コード入力による手続き

3
2015年度(2016年3月末)までに
ポイントを取得済（年度更新後に

付与）
2ポイント以上 受講資格 昇格申請

4 なし - 2ポイント以上 無所属 加入コード入力による手続き

あり

2016年3－5月未更新で、再登録を行う場合の、ＴeamJBAの操作方法
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４． その他関連事項                                                    

（1）リフレッシュポイントの完全実施・義務研修について 

2016 年度の資格更新時より、コーチライセンス(D 級以上)取得後、4 年間のうちにリフレッシュ研修を

受け、2ポイントを取得することが完全実施となっています。 

2017 年 3 月の更新の際には、2013 年度にコーチライセンスを取得した方でリフレッシュポイントが 2

ポイント未満のメンバーはライセンス更新ができなくなりますので、研修会を受講するようご案内ください。 

 

●日体協義務研修の実績申請について 

2016年 4月～9月末に実施した日体協義務研修を、2016年 10月 31日までに添付の義務研修フォ

ーマットに必要事項を記入の上、JBAまでご提出ください。 

※日体協資格は、更新の半年前までに義務研修の受講が必須となっています。 

 

 

（2）コーチ登録証（カード）およびネックストラップの送付について 

コーチ登録証（カード）及びネックストラップは登録料入金日の翌月中旬に JBA から直接送付されます。

E-1、E-2 級については、コーチ登録証の発行はありません。マイページから PDF 登録証を出力・印刷

してご利用いただくようご案内ください。 

○ネックストラップの配布 

平成 26年度より JBA公認コーチライセンス取得者（A～E 級）全員にコーチ登録証を入れるカードケース付

きネックストラップを配布しています。(1 人 1回まで) 

各種大会参加時には必ずコーチ登録証を首から提げるよう、ご指導ください。 

配布対象は新規のコーチライセンス取得者のみとなります。 

    ※D 級以上のコーチには登録証送付時に同梱して送付します。 

E 級のコーチは登録証の送付がないため、各登録期間締切後、一斉に送付します。尚、期間内に入

金が完了していない場合、次回(平成 29 年 3 月～5 月)の登録期間終了後に送付されますので、ご

注意ください。 

  ［第 1回］ 3～5 月登録  ・・・6月下旬発送予定 

  ［第 2回］ 9～10月登録     ・・・11月下旬発送予定 

※ネックストラップを紛失、破損した場合には有償で購入することができます。 

 

 

（3）コーチ登録料のお支払いについて 

本人が支払うコーチ登録料は一旦すべて JBA に入金されます。都道府県協会分については、他の登

録料とともに都道府県協会に定められたスケジュールに基づいてお振込いたします。 
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■ 添付書類                                                                                  

   ▹ 年度更新後の登録手続きガイド[役員・審判・コーチ用]2016/3/9版 （全 6ページ） （＊） 

   ▹ 役員・審判・コーチ新規登録ガイド 2016/3/9版 （全 4ページ） （＊） 

▹ 再登録申請（復活申請）様式（4種類） 

▹ 義務研修フォーマット 

▹ B級以上のコーチライセンス登録対象者リスト （後日別送します。） 

 

   ＊更新及び新規登録のガイドは TeamJBA トップページにも掲載しております。 

 

 

■ 各種書類・データ提出先および問合せ先                                                                                  

 

公益財団法人日本バスケットボール協会 強化・育成部 指導者養成担当 関根・平田 

〒112-0004 東京都文京区後楽 1-7-27 後楽鹿島ビル 6F 

TEL 03-4415-2020（平日 9：30-17：30） FAX 03-4415-2021 

E-mail  jba-coach@basketball.or.jp 

 

 

 

以上 


