
令和３年度
JBA登録について
（一財）岐阜県バスケットボール協会

U15部会 登録担当

HP掲載用



今回の説明会の目的

• JBA登録についてのご理解いただくこと

•U15カテゴリーにおけるチームの区別やチームを構成す
る役職、メンバー、それぞれの役割についてご理解いた
だくこと

•TeamJBA（会員登録管理システム）のシステム移
行にあたり、チーム・競技者の登録手続きの方法をご
理解いただくこと



JBA登録とは・・・ （JBA HPより）

登録とは、日本の「バスケットボールファミリー」の一員になることであり、日本バスケット
ボール協会や都道府県バスケットボール協会等が開催する公式競技会に参加する権利
を得ることです。

公益財団法人日本バスケットボール協会(JBA)では、日本のバスケットボールのさらなる
発展、活性化に向け、2018年度より競技環境充実に向けた取り組みを開始するとともに、
それに伴ってチーム・競技者の登録制度の見直しを行いました。これまでの連盟を基本とし
た枠組みから、「U12」「U15」「U18」「一般」「障がい者」のカテゴリー区分での枠組みに変
更し、各種の団体(JBA、全国連盟、ブロック連盟、都道府県協会、都道府県連盟等)で、
さまざまな金額と形式で集められていた登録料を、総合的な見知を持って一元化し、登録
料の徴収はJBAと都道府県協会のみで行なっています。

全国から集まった登録料は、日本のバスケットボールファミリー全ての皆さまに、様々な
形でバスケットボールを楽しんでいただくために、そして、日本バスケットボールが強くなる
ために、多様な大会や環境作りに役立てます。



JBA登録とは・・・ （JBA HPより）

①日本バスケットボール協会や都道府県バスケッ

トボール協会等が開催する公式競技会に参加す

る権利を得ること

○U15選手権大会（Jr.Winter Cup）

○リーグ戦

○DC（育成センター） など



JBA登録とは・・・ （JBA HPより）

②登録料の徴収はJBAと都道府県協会のみ

JBAでは、

○チームを登録するときにチームの登録料

○選手として登録するときに選手の登録料

を支払います。



JBA登録とは・・・ （JBA HPより）

③登録料は

様々な形でバスケットボールを楽しんでいただくため

日本バスケットボールが強くなるため

各種大会の運営 各都道府県協会の運営

日本代表チームの強化

各種イベントの運営 各種講習会の運営



JBA登録

原則として

JBAに登録している選手が大会及び行事に参加可能

JBAに登録しているチームで大会及び行事に参加

中体連は学校長が認めた選手（生徒）が参加

できるので、JBAの登録は関係はありません

※中学校チームもチーム登録だけは必要となる



チーム登録について ①責任者の決定・登録・引継ぎ

・チームの責任者を決定（確認）をします。

＜責任者とは＞

チームを代表して対外的な窓口となり、参加にか
かる手続き等ができるもの。

チームが大会等に参加する場合に帯同し、チーム
の最終責任者として活動できるもの。



チーム登録について ①責任者の決定

・責任者もJBAの登録番号（ID）が必要になり
ます。ただし、コーチ資格や審判資格は必要ない。

・責任者には、チームの代表として重要な連絡が
メールで届くことがあります。

登録するE-mailアドレスは常に確認できるアド
レスで設定する。（学校代表は避ける）



チーム登録について ②チーム情報の登録

○競技区別 →５×５

○チーム区別 →中学・クラブ・Bユース

○都道府県 →岐阜県

○所属先（地区） →６地区の中から選択

○チーム名（男女の区別も）

○代表者情報（責任者情報）



チーム登録について チーム区分について

「中学校」チームとは

中学校単位で構成されたチームとする。

「中学校」チームは中学校に所属していること。

なお、合同チームについては中学校体育連盟の
規程による。



チーム登録について チーム区分について

「B ユース」チームとは

B リーグに承認されたチームとする。

「B ユース」チームは B リーグが定める登録基準を
すべて満たしていること。

https://www.bleague.jp/files/user/abo
ut/pdf/r-29_20200903.pdf

https://www.bleague.jp/files/user/about/pdf/r-29_20200903.pdf


チーム登録について チーム区分について

「クラブ」チームとは

11 歳以上 15 歳以下で構成されたチームとする。

「クラブ」チームは JBA が定める U18/U15 クラブチーム
登録に関するレギュレーションに基づいた構成であること。

http://www.japanbasketball.jp/wp-
content/uploads/JBA_U15registration_201903
01.pdf

※12 歳以下の競技者は 1 チームの上限を 2 名まで

http://www.japanbasketball.jp/wp-content/uploads/JBA_U15registration_20190301.pdf


チーム登録について 所属先について

どのチームも岐阜県内の６地区のどこかに所属す
ること

岐阜・西濃・東濃・可茂・美濃・飛騨のいずれか

※この地区選択は、リーグ戦参加時の参考にする
ほか、令和2年度のように地区予選会を開催する
際の所属を明確にするために利用します。



チーム登録について 所属先について

地区選択の基準 ※成立条件として１つ以上満たすこと

①チームを構成する選手の半数以上が地区内の
中学校に在籍している。

②チームの主たる活動場所（練習会場・リーグ
戦開催の際の会場）が地区内にある。

③責任者が地区内に在住もしくは勤務している。



チーム登録について ③競技者の登録 ※スタッフ含む

チームには、

『競技者』 ←０名登録も可

『コーチ』 ←１名以上必須

『帯同審判』 ←１名以上必須

『チームスタッフ』 ←必要に応じて登録
※チーム責任者・コーチ・帯同審判、それぞれの役職を重複することは可である。



チーム登録について ③競技者の登録 ※スタッフ含む

※登録の責任は個人（選手）にある

U15カテゴリーにおいて『競技者』は

責任者による代理登録が基本

選手に『代理登録委任状（U15）』を

チームに対して提出してもらって登録を行う。

※選手が選択できるように

チーム状況（出場可能な試合）の説明を必ず行ってください。

※本人による登録も可能（代理登録を奨めます）



チーム登録について
③競技者の登録

代理登録委任状

http://www.japanbaske
tball.jp/files/registratio
n/teamjba/u15.pdf

http://www.japanbasketball.jp/files/registration/teamjba/u15.pdf


チーム登録について
③競技者の登録 代理登録委任状



チーム登録について
③競技者の登録 代理登録委任状



チーム登録について
③競技者の登録 代理登録委任状



チーム登録について ③競技者の登録 ※スタッフ含む

チーム責任者として選手に説明すること

○登録は選手の自己責任 ただし、代理登録

○「代理登録委任状（U15）」をチームに提出

○自チームの状況（コーチ及び審判のライセンス）

参加が可能となる大会及び行事

○移籍は年に１回のみ
移籍の基本はU15選手権大会に出場するための「中学校チーム」→「クラブチーム」の移籍



チーム登録について ③競技者の登録 ※スタッフ含む

「コーチ」「帯同審判」について

資格（ライセンス）がなくても登録可能

ただし、U15部会としては

『１チームにライセンス保有の１コーチ １審判』

を推奨します。（１名以上）

ライセンスに応じて、参加できる大会が制限



チーム登録について ③競技者の登録 ※スタッフ含む



登録の新システムについて

＜新システムの変更点＞

○チーム責任者が変わったとき、新システム上で引き継ぎ

が行えなかった場合、県の管理者に報告し引き継ぎを

行わなければいけない

例）中学校の顧問が変わって、パスワードが分からなく

なったり、メールアドレスが不明になったりしたとき

○ほとんど今までと同様の作業で登録できる



登録について（登録するときに行うこと）

①責任者の決定・登録・引継ぎ

②チーム情報の登録

③競技者の登録（代理登録）※スタッフ含む

④登録申請 → 協会で承認

⑤支払い

→ JBAへの登録完了



登録期限

○チーム登録及び選手登録は

３月２５日～５月３１日まで

○春の大会については

JBA登録することを前提として参加可能

大会参加前に大会へのエントリーをする



本日の説明会のまとめ



登録について

・チーム責任者が、チーム登録・選手登録を確実に行う

※中学校：顧問 クラブ：指導者、保護者等

・選手は、登録するチームを自分で選択する

※選手の意思確認が必要になる

・選手は、チーム責任者に代理登録を依頼する

※中学生（U15）は、代理登録に関する委任状を提出



年間の見通しについて（選手）

時 期 大会等 エントリーのための登録の
条件

４～５月
春の地区交流戦
※令和３年度に限る

原則、登録が必要
※登録処理中でも参加は可能

７～８月 中体連 登録は関係ない
※所属中学校で参加

１１月 U-15選手権大会 登録が必要
①９月～10月
②１月～３月

リーグ戦 登録が必要



＜U15選手権大会の参加について＞

・エントリーには、次の条件がある。

・エントリーする時に所持していないとエントリーできない。

項 目 ライセンス

コーチ D級以上

帯同審判 C級以上



移籍について

JBAの規程によると

・選手は、年1回チームを移籍することができる

・８月末日が期限となる

選手の自由なのですが

・３年生が中体連後も練習の機会を失わないよう
にするために行う手段だととらえている



チーム責任者の方へ

＜登録までに必要なこと＞

・登録するチームの情報及び

登録について、選手や保護者に説明する

・「代理登録に関する委任状」を配布し

チームに登録を希望する選手から回収する

・新システムにログインできるようにする

パスワードの変更から



チーム責任者の方へ

＜５月３１日までに＞

・JBAの新システムを使って、チーム登録をする

・代理登録に関する委任状に基づき、選手登録をする

・JBAに登録金を支払う

※上の３点を春の交流戦前までに行っておく

※間に合わない場合は、

大会エントリー時に地区の担当者に報告する



登録とエントリーの違い

登 録 エントリー

○JBA（日本バスケット
ボール協会）に登録する
こと

※「登録」とは、
JBAへの登録のことを指す

○岐阜県、県内の各地区
の各種大会・行事への参
加の申し込みをすること

※原則、「登録」していないと
エントリーできない
（協会主催のもの）


