第６回 B.LEAGUE COACHING SESSION
【 開 催 要 項 】
■趣 旨：B.LEAGUE のミッションである「世界に通用する選手を輩出する」ために、U15 年代から充実し
た育成環境を構築するべく、日頃から質の高い指導を行う必要がある。そこで B.LEAGUE の U15
チームのコーチ、スクールコーチならびに、主に U15 年代を指導するコーチの指導力の向上を目
的として開催する。
■主 催：公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ（B.LEAGUE）
■日 時：2018 年 12 月 1 日（土） 13：00 ～ 17：45 ／ 12 月 2 日（日） 09:30 ～ 16:50
■会 場：2018 年 12 月 1 日（土） 三菱電機名古屋体育館
〒461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南５-１-１４
2018 年 12 月 2 日（日） 豊田通商緑体育館
〒458-0003 愛知県名古屋市緑区黒沢台３丁目１５１４
■講 師：2018 年 12 月 1 日（土）
セッション① 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15 ヘッドコーチ 末広 朋也 氏
セッション② シーホース三河 U15 ヘッドコーチ 伊良部 勝志 氏
2018 年 12 月 2 日（日）
セッション③ ファイティングイーグルス名古屋 U15 ヘッドコーチ 伊藤 基博 氏
セッション④ 三遠ネオフェニックス U15 ヘッドコーチ 上田 康徳 氏
セッション⑤ 三遠ネオフェニックス U15 アシスタントコーチ 小畑 亜章子 氏
■日 程：
2018 年 12 月 1 日（土）三菱電機名古屋体育館
13:00～13:30

受付（体育館正面入り口）

13:30～13:40

開会式
セッション①：実技指導

13:40～15:10

講

師：名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15 ヘッドコーチ 末広 朋也 氏

モデルチーム：名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15
テーマ：
「チームで取り入れているオフェンススキル ～ 攻撃成功率を高めるために ～」

15:10～15:30

質疑応答

15:30～15:45

休憩
セッション②：実技指導

15:45～17:15

講

師：シーホース三河 U15 ヘッドコーチ 伊良部 勝志 氏

モデルチーム：シーホース三河 U15
テーマ：
「個人技能と P&R に必要な５S」

17:15～17:35

質疑応答

17:35～17:45

閉会式

2018 年 12 月 2 日（日）豊田通商緑体育館
09:30～09:50

受付（体育館正面入り口）

09:50～10:00

開会式
セッション③：実技指導

10:00～11:30

講

師： ファイティングイーグルス名古屋 U15 ヘッドコーチ 伊藤 基博 氏

モデルチーム： ファイティングイーグルス名古屋 U15
テーマ：
「育成世代から深めるディフェンススキル」

11:30～11:50

質疑応答

11:50～12:50

休憩
セッション④：実技指導

12:50～14:20

講

師：三遠ネオフェニックス U15 ヘッドコーチ 上田 康徳 氏

モデルチーム：三遠ネオフェニックス U15
テーマ：
「育成年代に有効なチームオフェンスの構築」

14:20～14:40

質疑応答

14:40～14:50

休憩
セッション⑤：実技指導

14:50～16:20

講

師：三遠ネオフェニックス U15 アシスタントコーチ 小畑 亜章子 氏

モデルチーム：三遠ネオフェニックス U15
テーマ：
「プレー感覚とイメージ力の重要性」

16:20～16:40

質疑応答

16:40～16:50

閉会式

（17:15 までには完全退館となります）

■定 員：各セッション 100 名
（先着順。コーチライセンスを持っていない方でも、どなたでも参加することができます）
■申込方法：B.LEAGUE の公式 WEB ページからお申し込みください。
■申込締め切り：2018 年 11 月 30 日（金）23:59
■参加料：3,000 円（振込先は、お申し込み後にメールにてお送りします）
。
ただし、以下の事項を厳守ください。
・参加を希望されるセッションを必ず２セッション以上選んで、お申し込みください。
・２セッション以上に参加されても、参加料は 3,000 円です。
（ぜひ！すべてのセッションにご参加ください）
・２セッション以上に参加しなければ、リフレッシュポイントの付与はできません。
・３セッション以上に参加されても、リフレッシュポイントは２ポイントとなります。
・申込時に希望されていなかったセッションでも、当日、受付にお伝えいただければ参加可能です。
＊５つ全てのセッションに参加された方には、B.LEAGUE グッズプレゼント。
■参加料お振込み締め切り：2018 年 11 月 30 日（金）

■その他連絡事項・注意事項：
・お申し込みされたらすぐに、ご登録いただいたメールアドレスに B.LEAGUE COACHING SESSION 事
務局からメールが届きます。もしメールが届かなかった場合、下記の事務局のアドレスまでご連絡ください。
・申込後、11/29(木)の 23:59 までのキャンセルについては、返金時の振込手数料を差し引いて返金いたしま
す。以降のキャンセルについては、返金いたしかねますので予めご了承ください。
・参加にかかる宿泊費、交通費などに関しては、自己負担となります。
・両体育館とも、受講者用の駐車場はありませんので、お越しの際には公共交通機関をご利用ください。
・両日とも必ず、室内用のシューズをご準備ください。
・本講習会は、JBA 公認コーチライセンス保有者のリフレッシュ研修となり、受講状況に応じてポイントが付
与されます。
・コーチライセンスをお持ちの方は、コーチ登録証（カードまたはモバイル登録証）をご提示ください。
・当日のビデオ撮影は原則禁止いたしますが、講師の許可があった場合にのみ撮影を可とします。
・講習会参加者の肖像権は、専属的に B.LEAGUE に帰属します。講習会の内容（静止画・映像含む）は
B.LEAGUE 公式メディア等での開催報告、告知等の他、報道利用されることがありますので予めご了承く
ださい。
・施設内での貴重品・荷物などの盗難・紛失については一切の責任を負いかねます。
■会場へのアクセス
三菱電機名古屋体育館
ＪＲ中央本線大曽根駅下車、大曽根駅南口から徒歩 10 分
名古屋市営地下鉄名城線大曽根駅下車 徒歩 10 分
豊田通商緑体育館
地下鉄桜通線「神沢駅」下車、徒歩約 10 分
地下鉄桜通線「徳重駅」下車、市バス乗り場より「地下鉄原行き」＊(徳重 13)もしくは(原 12)系統に
乗車、
「黒石小学校」にて下車。
■お問い合わせ
B.LEAGUE COACHING SESSION 事務局

b.coach@bleague.jp

