
＜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、「大阪らしさ」のある事業を展開し

た。 

特に選手育成では、エンデバー事業（ユース育成事業）と並び、平成 27年度より開始された一貫指導事

業 OBTA（Osaka Basketball Training Academy）が定着し、女子はジュニアオールスター優勝という結果

につなげることができた。 

指導者の養成においても、JBA 公認コーチ養成講習会カリキュラムの更なる充実をはかり、また、指導

者研鑽のためのクリニックも開催した。 

（公財）日本協会が改革を推進する中、次年度以降の課題は多いが、「大阪から日本代表、そして世界へ」

を念頭に、技術向上はもとより、年齢や性別を超え、熟練者から初心者さらには障がい者まで、安全にバ

スケットボールに親しめる大阪を目指し、数々の事業を展開したい。 

 

１．強化事業 

①国体事業 

  2019 年から各種別選手の年齢構成が変わることを受け、少年種別では U-16 の選手の育成、指導者にお

いては U-16、U-18 の連携が課題となっている。前述の OBTA 事業では、指導者の連携をはかっているが、

今後 OBTA事業を国体事業にどう結びつけられるかは次の課題である。 

今年度は、少年女子、成年男子、成年女子が本国体に出場、成年女子は準優勝という結果を残した。 

女子は、少年、成年ともに、大阪市の助成を受けた「トップアスリート育成事業」との連動で、練習や

試合を実施し、強化につなげることができた。 

男子は少年、成年ともに、近畿ブロック大会を突破することが近年の課題となっているが、一貫性のあ

る選手育成施策が大阪府全体のレベルアップにつなげられるようにしたい。 

 

(1)各種別選考会 

・成年男子 6月 会場：大阪電通大高等学校他  ・成年女子 6月 会場：大阪人間科学大学他 

・少年男子 4月、6月 会場：大塚高等学校    ・少年女子 6月 会場：大阪薫英女学院高等学校 

 

(2)第 71回国民体育大会   コーチングスタッフ  
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②ＯＢＴＡ（Osaka Basketball Training Academy）事業 

  (1)選考会    平成 28年 9月 12日(日)・26日(日) 会場：大阪市立桜宮高等学校 

  (2)練習会  平成 28年 10月 17日(月)・11月 7日(月)・11月 21日(月)・12月 5日(月)・12月 19日(月) 

 

２．指導者育成委員会  

（1）平成 28年度 JBA公認 D級コーチ養成講習会の開催 

第 1期  平成 28年 5月 14日～平成 29年 1月 21日 52名受講（50名合格） 

    第 2期   平成 28年 11月 12日～平成 29年 1月 21日 70名受講（69名合格） 



（2）平成 28年度 JBA公認 E-1級コーチ養成講習会の開催 

     第 1期  平成 28年 6月 11日（土）～12日（日）   59名受講（58名合格） 

   第 2期   平成 28年 10月 15日（土）～16日（日）  58名受講（57名合格） 

（3）指導者講習会の開催  

   ・スペシャルクリニック 

     第 1回   平成 28年 12月 11日（日）  会場：大阪桐蔭高等学校体育館 

              第 1部  講師：恩塚 亨（東京医療保健大学） 

              第 2部  講師：高橋 正紀（岐阜経済大学） 

 

３． 普及委員会  

(1)シ ニ ア 大 会 開 催 平成 28年 9月 11日（日）  会場：豊泉家千里体育館 

(2)ドリームカップ開催 平成 28年 10月 29日（土）、30日（日）  会場： 東和薬品 RACTABドーム 

(3)日本スポーツマスターズ 2016への選手派遣 

            平成 28年 9月 24日（土）～27日（火） 会場：秋田県秋田市、三種町 

 

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 28年 7月 17日（日）  大阪府立夕陽丘高等学校 

 西地区：平成 28年 10月 15日（土）  大阪府立市岡高等学校 

 南地区：平成 28年 10月 22日（土） 大阪府立久米田高等学校 

 北地区：平成 28年 12月 10日（土） 大阪府立茨木西高等学校 

＜U-15 大阪地区エンデバー講習会＞ 

実施日：平成 28年 9月 22日（木）～10月 29日（土） 

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 28年 10月 15日（日）～平成 29年 2月 25 日（土） 

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 28年 8月 9日（火） 会場：大阪市立汎愛高等学校 

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 28年 11月 5日（土）、6日（日） 会場：府民共済 SUPERアリーナ 

  ●チームスタッフ 

豊能地区  男子：青木・中ノ上・杉本・村本・志賀・長谷川 

女子：山本・湊・辻川・松本・後藤 

三島地区  男子：盛園・板野・平松・古後・森山・村岡 

女子：加藤・市川・櫻本・福森・片淵・井口 

北河内地区 男子：大庭・原田・大沼・池嶋 

女子：仙波・京塚・岡本・吉田 

中河内地区 男子：原辺・北村・高田 

女子：郷司・小作・安田・尾形 

南河内地区 男子：金田・武田・高田・井出・峰 

女子：倉本・山元・上谷・伊藤・谷 

泉北地区  男子：日美・市川・福渡・森戸 

女子：川人・植田・杉山 

泉南地区  男子：藤原・濱口・中尾・中山 



女子：印南・秋山・戸村・市場・和田・牧・矢倉 

大阪市   男子：花田・浅井・福田・岸田 

女子：小野・塩路・飯田 

  (2)大阪バスケットボールカーニバル  

   ＜中学生連チームスタッフ＞ 

男子：原田・花田・浅井・金田 

女子：市川・印南・尾形・藤川 

※男女共に平成 28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 28年 8月 10日（水）・11日（木） 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 29年 4月 1日（土）・2日（日） 会場：富田林市民総合体育館、吹田市立片山市民体育館 

                         堺市立美原体育館、堺市立鴨谷体育館 

(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・西岡     南地区 男子：栗山・北岸・松下・小﨑 

女子：芦田・松元               女子：田中・加集 

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・宝本 

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 28年 4月 3日（日）・4日（月） 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．戦評関係  

(1)ＷＪＢＬ2016-2017戦評 
・平成 28年 11月 26日（土）堺市金岡公園体育館 三菱電機 vs JX-ENEOS,デンソー vs トヨタ自動車 
・平成 28年 11月 27日（日）府民共済 SUPER ｱﾘｰﾅ JX-ENEOS vs 三菱電機,トヨタ自動車 vs デンソー 
・平成 29年  1月 28日（土）堺市金岡公園体育館 三菱電機 vs デンソー、JX-ENEOS vs シャンソン、 

トヨタ自動車 vs 富士通 
  

８．その他 

・技術普及部会の開催(１回／２ケ月)  

・各委員会の開催 


