
＜審 判＞ 

 
１．2016年度 大阪府所属審判員 

S級  3名：飯尾 勝紀（高）、黒岡 和哲（実）、山崎 仁士、 

A級  9名：石川 淳也（中）、茅野 修司（実）、紀ノ岡 哲士（ク）、 

田中 真規（実）、堂國 和昭（ミ）、開 康寿（中）、 

古島 尚弥（高）、細見 竜太（実）、村田 尚美（実） 

B級 270名 

C級  94名 

D級 129名 

E級 1604名   合計 2109名（男性 1622名、女性 487名） 

 

 

２．重点目標 

①上級審判員の増員と質的向上 

②若い世代の審判員の発掘を育成 

③安定感のある公認審判員の育成 

 

 

３．方針 

①各カテゴリー（A級候補、初級、男性・女性）別に講習会を実施し、育成・強化を図る。 

その中より適格者を総合 A級候補者講習会へ選抜し、次年度の昇格審査会への推薦者を決定

する。 

②指導部会指名講習会と各連盟推薦者講習会を実施する。指導部会を中心に年間を通じて継続

的に育成・強化する。 

③ライセンス昇格のための指名講習会を全国・近畿大会への派遣を実施する。 

④上級審判員が手薄な連盟への派遣を行う 

⑤信頼される審判員を目指し、各審判員のレベルアップのための研修会を実施する 

 

 

４．昇格者 

B級→A級：高野 晃平（実） 

C級→B級：大嶋 健一（ミ）、北野 謙悟（高）、辰巳 慶（高）、長戸 史子（高）、 

西田 健司（高）、平井 康善（ミ）、山西 佑輔（高）、  計 7名 

 

 

５．講習会 

①全国・近畿協会主催 

A級指名強化合宿（男性） 

大会名；京王電鉄杯 

開催日；2016年 4月 17日 

会 場；エスフォルタアリーナ八王子 

講 師；日本協会審判委員会 

受講者；茅野修司 

 

A級指名強化合宿（女性） 

大会名；関女カレッジスプリングキャンプ 

開催日；2016年 4月 17日 

会 場；白鵬大学 

講 師；日本協会審判委員会 

受講者；村田尚美 

 



A級審査会（1次／2次／3次） 

大会名；近畿高校選手権大会／関西学生リーグ戦／関西学生リーグ戦 

開催日；2016年 6月 24～26日／9月 3日／10月 1日 

会 場；滋賀県／京都府／近畿大学 

講 師；近畿協会 

受講者；高野晃平・北村仁・大倉哲也／高野・北村・大倉／高野 

 

近畿女性審判講習会 

大会名；京都学園大学カップ 

開催日；2016年 7月 9～10日 

会 場；京都学園大学 

講 師；近畿審判委員会 

受講者；木村桃子・北場早智恵・森照代 

 

WJBL担当審判員研修合宿 

大会名；Wリーグサマーキャンプ 2016 

開催日；2016年 7月 16～19日 

会 場；このはなアリーナ（静岡県） 

講 師；日本協会規則審判部 

受講者；黒岡和哲・村田尚美 

 

Bリーグ担当審判員研修合宿 

開催日；2016年 7月 22～24日 

会 場；東京 

講 師；日本協会審判委員会 

受講者；山崎仁士・飯尾勝紀・茅野修司 

 

近畿 YOC 

開催日；2016年 

会 場；京都府 

講 師；近畿協会 

受講者；浅野祐樹・平出圭佑 

 
第 1回近畿ブロック A級審判員研修合宿 

開催日；2016年 9月 24～25日 

大会名；関西学生リーグ戦・関西女子学生リーグ戦 

会 場；関西大学、奈良学園大学、大阪人間科学大学 

講 師；日本バスケットボール協会審判インストラクター（大野健男氏、平育雄氏） 

受講者；石川淳也・茅野修司・田中真規・堂國和昭・開康寿・細見竜太・村田尚美 

 

第 2回近畿ブロック A級審判員研修合宿 

開催日；2016年 10月 29～30日 

大会名；第 63回近畿総合バスケットボール選手権大会 

会 場；和歌山県立体育館、和歌山市立河南総合体育館 

講 師；日本バスケットボール協会審判インストラクター（吉田正治氏、山田巧氏） 

受講者；石川淳也・茅野修司・田中真規・堂國和昭・開康寿・細見竜太・村田尚美 

 

 

②大阪府協会主催 

A級候補選抜講習会 

大会名；近畿高校インターハイ予選 

開催日；2016年 5月 7～8日 

会 場；大阪市中央体育館・堺西高等学校 



講 師；大阪府協会指導部 

受講者；高野晃平・木村桃子・北村仁・大倉哲也・森照代・田辺雄太・北場早智恵 

瀬ノ口博亮、久保隆行 

 

E級取得講習会（3回） 

開催日；2016年 5月 15日／22日／10月 16日 

会 場；芦間高校／港南造形高校／芦間高校 

講 師；飯尾勝紀／山崎仁士／安井俊行 

受講者；207名／187名／203名 

 

新Ｂ級審判講習会 

大会名；大阪学生選手権大会 

開催日；2016年 7月 9～10日 

会 場；近畿大学 

講 師；大阪府協会指導部 

受講者；相見武広・浅野祐樹・河崎亮介・東川隆文・濱口元樹・森山裕介・山岸孝行・ 

田島康希・濱岡武史・清水康平・廣瀬俊之 

 

フィットネステスト 

開催日；2016年 7月 10日 

会 場；関西外語大学片鉾キャンパス 

講 師；大阪府協会指導部 

受講者；大嶋健一・平井康善・森田真一郎、西田健司・北野謙悟・森脇教行・山西佑輔・ 

辰巳慶 

 

ステップアップ研修会Ⅰα（A級候補研修会） 

大会名；国体選抜チームによるテストマッチ 

開催日；2016年 8月 5～7日 

会 場；大正スポーツセンター 

講 師；大阪府協会指導部 

受講者；B級対象のべ 45名 

 

ステップアップ研修会Ⅰβ（信頼される B級審判員になるための研修会） 

大会名；インターミューラル 

開催日；2016年 8月 15～18日 

会 場；大阪市中央体育館 

講 師；大阪府協会指導部 

受講者；BCD級審判員のべ 66名 

 

ステップアップ研修会Ⅱ（A級・A級候補になるための研修） 

大会名；イーストカップ 

開催日；2017年 3月 28～29日 

会 場；大阪桐蔭高校 

講 師；大阪府協会指導部 

受講者；B級審判員 

 

B級審査会 

大会名；５校戦 

開催日；2016年 12月 18日 

会 場；清水谷高校 

講 師；大阪府協会指導部 

受講者；大嶋健一・平井康善・西田健司・北野謙悟・森脇教行・山西佑輔・辰巳慶・ 

長戸史子 



 

男性・女性審判講習会（連盟推薦） 

大会名；公立大会チャンピョンシップ 

開催日；2016年 11月 19日 

会 場；北千里高校 

講 師；大阪府協会指導部 

受講者；亀甲真之介・正水剛・平出圭佑・浅野祐樹・中原章太・樋口正実・太田令菜 

 

総合 A級候補選抜講習会（協会指名） 

大会名；高校新人戦中央大会 

開催日；2017年 1月 29日 

会 場；羽曳野コロセアム 

講 師；大阪府協会指導部 

受講者；大倉哲也・北村仁・北場早智恵・森照代・田辺雄太・木村桃子・浅野祐樹 

太田令菜 

 

 

 

６．B.LEAGE、WJBL審判・TO活動報告 

①審判活動 

黒岡和哲：12試合、飯尾勝紀：36試合 

茅野修司：28試合、村田尚美：2試合 

②TO協力 

全 32試合、協力者延べ 85名 

 

 

７．各連盟主催 講習会・活動報告 

①ミニ連 

BCD級講習会（2016.10.8／10.9／11.5） 

全国ミニバスケットボール大会（2017.3.28～30：東京都）北場早智子、金田一実 

 

②中体連 

BCD級講習会（2016.11.5～11.6） 

全国中学校総合体育大会（2016.8.22～25：福井県）石川淳也・亀甲真之介 

都道府県対抗ジュニアオールスター大会（2017.3.28～30：東京・埼玉・千葉・神奈川） 

石川淳也・浅野祐樹・亀甲真之介・西田尚樹 

③高体連 

CD級講習会（2016.7.17／7.18／7.22／7.31） 

B級講習会（2016.10.14／10.29／11.16／11.25） 

インターハイ（2016.7.31～8.5：広島県）北村仁 

 

④実業団連盟 

B級講習会（2016.10.8～2017.1.21） 

E級講習会（2017.1.21） 

全日本実業団競技大会（2016.9.10～12：東京）黒岡和哲・茅野修司・村田尚美 

全日本社会人選手権大会（2016.11.5～6：岡山県）茅野修司・細見竜太・村田尚美 

全日本実業団選手権大会（2017.2.11～14：愛知県） 

黒岡和哲・茅野修司・細見竜太・村田尚美・高野晃平・黒川直樹・木村桃子 

 

⑤クラブ連盟 

BCD級講習会（2016.10.23／10.29） 

B級講習会（2016.11.12／11.23） 

全日本クラブ選抜大会（2016.9.3～4：秋田県）紀ノ岡哲士 



全日本社会人選手権大会（2016.11.5～6：岡山県）紀ノ岡哲士・雲井俊一 

全日本クラブシニア選手権大会（2016.11.26～27：岐阜県）紀ノ岡哲士 

全日本クラブ選手権大会（2017.3.18～20：群馬県）紀ノ岡哲士・雲井俊一 

 

⑥女性連盟 

BCD級講習会（2016.12.4） 

 

⑦学生連盟 

BCD講習会（他連盟と合同で開催） 

 

⑧専体連 

BCD講習会（他連盟と合同で開催） 

 

⑨3×3連盟 

BCD講習会（他連盟と合同で開催） 

日本選手権大会（2017.3.24～26） 

 

⑩大阪府協会が審判員を派遣した主な大会 

4月 関西学生選手権、関西女子学生選手権 

5月 大阪府民大会 

6月 西日本学生選手権大会 

7月 大阪学生バスケットボール大会 

8月 国体近畿ブロック予選、大阪総合選手権大会 

9月 関西学生リーグ、関西女子学生リーグ 

10月 近畿総合選手権大会、スポーツフェスタ、八幡カップ、ドリームカップ 

3月 カーニバル 

 

 

８．全国主要大会 審判活動報告 

インターハイ（2016.7.31～8.5：広島県）山崎仁士・飯尾勝紀 

国民体育大会（2016.10.7～10：岩手県）山崎仁士 

全日本大学選手権大会（2016.11.21～27：東京）黒岡和哲・細見竜太・村田尚美 

全国高校選抜優勝大会（2016.12.23～29：東京）堂國和昭・細見竜太 

全日本総合選手権大会（2017.1.2～9：東京）黒岡和哲・飯尾勝紀・茅野修司 

 

 


