
＜技術・普及＞ 

 
技術普及部では、「育成」「強化」「普及」という３つの目的に沿って、事業を継続的・発展的に推し進めるこ

とができた。 

「育成」：選手育成事業においては平成27年度より取り組んできたU-12からU-15の一貫指導事業であるOBTA

（Osaka Basketball Training Academy）が３年目を終え、その成果が都道府県対抗女子ジュニアバスケット

ボール大会 2018 において準優勝という成果につながった。今後は、OBTA 事業が DC（Development Center）

事業である「大阪府育成センター」に移行する中で早急に新たな体制づくりが求められる。 

指導者養成事業においては JBA 公認コーチ養成講習会カリキュラムのより一層の充実を図り多くのコーチを

養成した。また、指導者研鑽のためにクリニックを開催した。 

「強化」：第 72 回国民体育大会では４種別中少年男子を除いた３種が本国体に出場し、少年女子が第 3 位と

いう成果を上げた。第 74回大会より少年種別が U-16に変更されるので新たな体制づくりが必要とされる。 

「普及」：U-12、U-15の種別で参加できるドリームカップ、40歳以上のマスターズ大会、50歳以上のシニア

大会などあらゆる年代を対象とした各種大会を通じて普及に努めた。 

 

１ 強化事業 

①国体事業 

今年度は、少年女子、成年男子、成年女子が本国体に出場し、少年女子が第 3 位という結果を残した。

女子においては少年・成年ともに多くの国体選手が大阪市の助成を受けた「トップアスリート育成事業」

に参加し強化につなげることができた。 

2019 年度から各種別選手の年齢構成が変わることを受け、選手の育成をはじめ、選手選考・スタッフ構

成など、強化に向けた課題となっている。 

(1)各種別選考会 

・成年男子 6月 会場：大阪電気通信大学高等学校 ・成年女子 6月 会場：大阪人間科学大学 

・少年男子 4月 会場：大阪電気通信大学高等学校 ・少年女子 4月 会場：大阪桐蔭高等学校 

 

(2)第 72回国民体育大会   コーチングスタッフ  

 

種 別 監  督 コーチ 総括コーチ トレーナー 

少年男子 
高橋  渉 

（大阪学院大学高校） 

森本  正 

（阪南大学高校） 

西岡 良浩 

(信太高校) 

寺田 直樹 
（寺田スポーツ鍼灸院） 

少年女子 
安藤 香織 

（大阪薫英女子高校） 

桝谷 紀子 

（花園高校） 

中村 祥子 

（大体大浪商高校） 

藤下 裕高 
（藤下スポーツ鍼灸院） 

成年男子 
宮武 謙次 

（ダスキン） 

浅村 典正 
（履正社医療スポーツ） 

唐原  太 

（電通大高校） 

新原 利彦 
（はれやか鍼灸接骨院） 

成年女子 
稲本 聡子 

(大阪人間科学大学) 

玉井 里英 

（大阪産業大学） 

山崎 真弓 

（茨木西高校） 
吉村 直心 

（有限会社メディフィット） 

 

 

②ＯＢＴＡ（Osaka Basketball Training Academy）事業（第 3期生） 

  (1)選考会    平成 29年 9月 11日(月) 会場：大阪市立桜宮高等学校 

平成 29年 9月 25日(月) 会場：【男子】関西大学北陽高等学校 

               【女子】守口市立樟風中学校 

  (2)練習会  平成 29年 10月 16日(月)・10月 30日(月)・11月 6日(月)・11月 20日(月)・12月 4日(月) 

 

２．指導者養成委員会  

（1）平成 29年度 JBA公認 D級コーチ養成講習会の開催 

第 1期  平成 29年 5月 13日～平成 30年 1月 20日 62名受講（61名合格） 

    第 2期   平成 29年 11月 11日～平成 30年 1月 20日 39名受講（38名合格） 



（2）平成 29年度 JBA公認 E-1級コーチ養成講習会の開催 

     第 1期  平成 29年 6月 24日（土）、25日（日）   45名受講（45名合格） 

   第 2期   平成 29年 10月 14日（土）、15日（日）  25名受講（25名合格） 

（3）指導者講習会の開催  

   ・OBA Coach Meeting 2017     講師：松元利男、福田佑樹、稲本聡子  

          平成 29年 4月 2日（日）  会場：府民共済 SUPERアリーナ 

・第 1回スペシャルクリニック  講師：ｳﾞｧﾝｹﾞﾘｽ･ｱﾝｼﾞｭﾙｰ、ﾌｧﾌﾞﾘﾂｨｵ･ﾌﾚｰﾂ 

      平成 29年 7月 15日（土）  会場：大阪商業大学 

      平成 29年 7月 16日（日）  会場：関西大学 

   ・第 1回スペシャルワークショップ   講師：森田麻文 

     平成 29年 8月 10日（木）     会場：大阪商業大学 

 

３． 普及委員会  

(1)シ ニ ア 大 会 開 催 平成 29年 9月 17日（日）  会場：豊泉家千里体育館 

(2)ドリームカップ開催 平成 29年 10月 28日（土）、29 日（日）  会場： 東和薬品 RACTABドーム 

(3)日本スポーツマスターズ 2017への選手派遣 

            平成 29年 9月 16日（土）～19日（火） 会場：兵庫県西宮市、尼崎市 

 

４. ユース育成委員会 

昨年より引き続き、各カテゴリー（U－18・15・12）の伝達講習会を実施した。また、組織作りも年々連 

携がとれてきて、より良いものとなってきている。 

(1)エンデバー伝達講習会 

＜U-18 大阪地区エンデバー講習会＞  

東地区：平成 29年 12月 9日（土）  大阪府立布施工科高等学校 

 西地区：平成 29年 10月 7日（土）   大阪府立市岡高等学校 

 南地区：平成 29年 12月 9日（土）  大阪府立信太高等学校 

 北地区：平成 29年 7月 9日（日）  大阪府立北千里高等学校 

＜U-15 大阪地区エンデバー講習会＞ 

実施日：平成 29年 9 月 24日（日）～10月 22日（日） 

豊能、三島、北河内、中河内、南河内、泉北、泉南、大阪市の 8地区で実施 

＜U-12 大阪地区エンデバー講習会＞  

実施日：平成 29年 10月 28日（土）～平成 30年 2月 25 日（日） 

豊能、三島、北河内、中河内、南河内、泉北、大阪市の 7地区で実施 

(2)U18･U15･U12担当者による打合せ会議の実施  

実施日：平成 29年 8 月 7日（月） 会場：大阪市立桜宮高等学校 

内容：モデル講習会の実施、全カテゴリー担当者の連携会議 

(3)担当者への資料 DVD配布、エンデバーテキストの配布 

 

５．中学部事業関係  

(1)大阪ジュニアオールスター大会 

  男子・女子 平成 29年 11月 4日（土）、5日（日） 会場：富田林市民総合体育館 他 

  ●チームスタッフ 

豊能地区  男子：青木・中ノ上・杉本・今地・村本・志賀・長谷川 

女子：西田・三木・山本・湊・上村・辻川 

三島地区  男子：前田・平松・飯沼・村岡 

女子：福森・市川・片淵・井口 

北河内地区 男子：大沼・矢倉・池嶋・井本 

女子：武本・山口・眞田・亀村・吉田 

中河内地区 男子：岩木・原辺・吉田・小林・高田 

女子：尾形・海野・森下・塩川 

南河内地区 男子：金田・武田・松林・井出・峰 

女子：倉本・上谷・宮西・塩見 



泉北地区  男子：日美・福渡・市川・森戸 

女子：小川・植田・杉山・井上 

泉南地区  男子：藤原・濱口・中尾・濱地・南・中山 

女子：印南・秋山・戸村・市場・麓・牧・矢倉・金山 

大阪市   男子：花田・岸田・田中・山本 

女子：小野・塩路・松倉 

 

  (2)大阪バスケットボールカーニバル  

   ＜ジュニアオールスターチームスタッフ＞ 

男子：浅井・武田・金田・有本 

女子：市川・秋山・藤川・福森 

※男女共に平成 29年度都道府県対抗ジュニアオールスター大会（3月東京ほか）に出場 

  (3)大阪ジュニアバスケットボール交流大会  

    平成 30年 1月 5日（金）・7日（日） 会場：府民共済 SUPERアリーナ 

(4)大阪招待ジュニアバスケットボール大会  

   平成 30年 3月 31日（土）・4月 1日（日） 会場：富田林市民総合体育館、門真市立総合体育館 

                          吹田市立北千里体育館、池田市立五月山体育館 

(5)優秀選手選考 

 

６．高校部事業関係  

(1)大阪バスケットボールカーニバル（４地区対抗試合）  

＜高体連チームスタッフ＞ 

    東地区 男子：大森・森本・北川・洲鎌     南地区 男子：栗山・北岸・松下・小﨑・西岡 

女子：芦田・松元               女子：田中・山田 

西地区 男子：青木・太田・山内・松本     北地区 男子：富田谷・暮部・高橋・藤井 

女子：増井・佐藤                女子：岡田・公文 

  (2)大阪招待高校バスケットボール大会 

     平成 30年 4月 3日（火）・4日（水） 会場：府民共済 SUPERアリーナ、大阪市中央体育館 

(3)優秀選手選考  

 
  

７．その他 

・技術普及部会の開催(１回／２ケ月)  

・各委員会の開催 


