
会場 担当部会

対象試合など 担当者

鹿児島県JBA公認審判全大会 JBA審判 全国審判長会議報告 6月9日 日置市文化会館 審判委員会

審判委員会 委員 事業の企画・運営 月１回程度 鹿児島市内 審判委員会

鹿児島県バスケットボール協会社員総会 事業報告および ホテルタイセイ

社員総会 事業計画の説明 アネックス

九州ブロック審判長会議 審判委員長 A級審査会の確認 5月19日 長崎県佐世保市 審判長

JBAブロック連携会議 審判委員長 JBA事業を円滑に行うための情報交換 6月22日 沖縄県 審判長

4月6日

4月7日

4月20日 日本女子体育大学

兵庫県

AJ1次

長崎県佐世保市

九州学生春季２nd

九州各地

全九州大学リーグ１部

おおくすアリーナ

中学地区対抗

いちき串木野総合体育館

四県予選

県体育館

高校総体

県体育館

AJ１次

サンアリーナせんだい

WC予選

県体育館

高校県新人

鹿児島アリーナ　他

九州高校新人

B級取得強化研修会 新規B級審査受講者 B級取得に向けた強化 随時 各場所 エリア部会 カテゴリー部会 IR部会

10月19日～10月20日 WC予選

11月16日～11月17日 U-15県予選

重点指名強化審判員二次審査会 1月13日～1月14日 高校県新人

インストラクター認定講習会 暫定２級 ライセンス取得 8月24日～8月25日 佐賀県唐津市 九州協会

3級インストラクター認定講習会 審判長推薦者 ライセンス取得 5月以降 eラーニング 審判委員会

A級更新講習会 更新講習 佐賀県唐津市

（S級候補選考会） S級候補の選考 ブロック国体

B～D級更新講習会 B級、C級、D級 更新講習 6月9日 日置市文化会館 審判委員会

随時

※エリア・カテゴリーからの申し出に基づき，

IR部会と調整して実施

鹿児島県バスケットボール協会審判委員会事業計画

審判委員会

JBA

C級・D級ライセンス認定講習会 C級・D級 C級・D級ライセンス取得

更新

重点指名強化審判員一次審査会

JBA

九州協会

九州協会

B級・C級・D級ライセンス更新講習会 B級・C級・D級 B級・C級・D級ライセンス更新

国体に向けた強化

A級候補者 A級最終審査会への絞り込み

育成強化

4月13日～4月14日

B級ライセンス認定講習会 B級候補者 審査会

重点指名強化審判員 重点指名強化審判員の審査

国体強化研修会① 国体指名強化

IH・国体に向けた強化

5月18日～19日

審判委員会

5月25日～5月26日

8月11日～8月12日 審判委員会

S級候補者

最終ノミネート 審査会 9月28日～9月29日

10月27日～10月28日

S級最終審査会 最終ノミネート 審査会 9月21日～9月23日

A級審査会（1次）

A級審査会（最終）

分類 事業名 対象者 目的・内容 期日

S級最終審査への絞り込み

会議

審査

S級審査会（１次）

IH・国体強化研修会 IH・国体指名強化 審判委員会

IH強化研修会 IH指名強化 IH最終審査 審判委員会

国体強化研修会② 国体指名強化 国体に向けた強化 10月19日～10月20日 審判委員会

国体強化研修会③ 国体指名強化 国体に向けた強化 1月13日～1月14日 審判委員会

国体強化研修会④ 国体指名強化 国体のリハーサル 3月14日～3月15日 審判委員会

重点指名強化審判員

社員 5月19日

随時

※エリア・カテゴリーからの申し出に基づき，

IR部会と調整して実施

A級 8月24日～8月25日 九州協会

エスフォルタアリーナ八王子



全国大会 原則A級以上 ライセンスの資質向上 上級

インターハイ　 ノミネート審判員 7月27日～ 鹿児島県

全国中学校大会　 中体連所属 8月22日～ 和歌山県

国民体育大会　 10月1日～ 茨城県

インカレ　 12月9日～ 東京都

ウインターカップ　 12月23日～ 東京都

社会人チャンピオンシップ 2月15日～ 岡山県

社会人選手権大会 3月20日～ 愛知県

U15選手権大会 3月26日～ 東京都

全国ミニ　 3月28日～ 東京都

ブロック大会 派遣計画に基づく ライセンスの資質向上

九州高校総体　 6月21日～ 沖縄県

九州中学総体　 8月4日～ 沖縄県

九州ミニ　 1月18日～ 福岡県

社会人ブロック予選　 2月8日～ 佐賀県

九州中学春季　 2月29日～ 沖縄県

九州ジュニア　 3月7日～ 熊本県

九州高校　 3月14日～ 鹿児島県

その他

南九州４県対抗大会 4月28日～ 熊本県

九州学生リーグ 9月 九州各地

関西学生リーグ 9月 関西各地

関東学生リーグ 9月 東京都

全関西（中学・高校） 12月/3月 広島県

国民体育大会

全スポ

IH・国体TO研修会 IH・国体に向けた強化 4月13日～4月14日 TO部会

IHTO研修会 IHに向けた強化 5月25日～5月26日 TO部会

WJBLサマーキャンプ2019 B級 研修会 7月13日～ 長崎県 TO部会

南九州総体2019 7月28日～ TO部会

トップリーグTO研修会 トップリーグ担当 8月11日～8月12日 TO部会

国体T.O研修会② 国体T.O委員 T.O委員の養成 3月9日， 県体育館 審判委員会

国体T.O補助員 T.O補助員の養成 10日 サミット T.O部

国体TO研修会 国体のリハーサル 3月14日～3月15日 鹿児島アリーナ　他 TO部会

視察

T.O育成

派遣

国体実行委員 調整中 茨城県


