
県内更新講習および認定講習（新規取得，昇格審査）について 

 

(一社)宮城県バスケットボール協会 審判委員会 

 

各ライセンスの更新講習および認定講習（新規取得，昇格審査）の手続き方法について 

 

≪更新講習≫ 
Ｂ級更新講習 受講申込方法 

①JBA e ラーニング受講（講義・ルールテスト） 

・合格及び受講料 2,200 円(U18：550 円)＋システム料の支払が完了していることが前提と

なる。 

 ②TeamJBA に設定される講習(フィットネス・実技)に申請及び受講料 3,300 円(U18：550)+

システム料の支払いを行う。（県審判委員会で設定）※申請支払い案内は通知する。(受講

後になる場合もある) 

『フィットネステスト』 

①担当からメール等・HP で案内 

  ②受講者申込み⇒担当へ 

  ③テストを受ける（３回まで受講可） 

 『実技』 

  ①総務（都合伺い）⇒各種大会に申込み 

※申込時に「更新講習実技希望」の旨を連絡する。ただしＩＲの関係上希望に添えない場

合もあり得る。 

  ②IR より実技評価（３PO）を受ける（2 回まで受講可） 

   ・今年度中に全て受講(合格)できない場合は，次年度更新ができない。 

 

Ｃ級更新講習 受講申込方法 

①JBA e ラーニング受講（講義・ルールテスト） 

・合格及び受講料 1,100 円(U18：550 円)＋システム料の支払が完了していることが前提と

なる。 

 ②TeamJBA に設定される講習(実技)に申請及び受講料 2,200 円(U18：550 円)+システム料の

支払いを行う。（県審判員委員会で設定）※申請支払い案内は通知する。受講後になる場合

もある。 

 『実技』 

  ①総務（都合伺い）⇒各種大会に申込み 

※申込時に「更新講習実技希望」の旨を連絡する。ただしＩＲの関係上希望に添えない場

合もあり得る。 

  ②IR より実技評価（２PO）を受ける（2 回まで受講可） 

   ※原則として大会に参加し３級以上の IR から評価を受けること。やむを得ない場合は活

動報告書(自己評価)を提出する。(今年度の特例措置) 

※活動報告書の提出になった場合も受講料の支払いとなります。 

   ・今年度中に全て受講（合格）できない場合は，次年度更新ができない。 

 

 



Ｄ級更新講習 受講申込方法 

①JBA e ラーニング受講（講義・ルールテスト） 

・合格及び受講料 1,100 円(U18：550 円)＋システム料の支払が完了していることが前提と

なる。 

 ②TeamJBA に設定される講習(実技)に申請及び受講料 2,200 円(U18：550 円)+システム料の

支払いを行う。 

  （県審判員委員会で設定）※申請支払い案内は通知する。(受講後になる場合もある) 

 『実技』 

  ①総務（都合伺い）⇒各種大会に申込み 

※申込時に「更新講習実技希望」の旨を連絡する。ただしＩＲの関係上希望に添えない場

合もあり得る。 

  ②IR より実技評価（２PO）を受ける（2 回まで受講可） 

   ※原則として大会に参加し３級以上の IR から評価を受けること。やむを得ない場合は活

動報告書(自己評価)を提出する。(今年度の特例措置) 

 ※活動報告書の提出になった場合も受講料の支払いとなります。 

   ・今年度中に全て受講できない場合は，次年度更新ができない。 

 

Ｅ級更新講習 

①JBA e ラーニング受講のみ（講義・ルールテスト） (６月末日で申請終了) 

 

≪認定講習≫（新規取得） 
◎Ｂ級認定講習 

受講資格：Ｃ級保有者のみ 

 ※C 級更新講習に合格していること(以下のことが必修) 

   ①-1 CD 級更新 e ラーニング受講済み（受講・合格） 

   ①-2 C 級更新実技テスト受講済み（受講・合格） 

 『１次セレクション』 

  ①担当⇒Ｃ級審判員全員へ詳細について案内（１か月前） 

  ②受講者申込み⇒担当へ 

③TeamJBA に設定される講習会(フィットネス・実技)に申請及び受講料 3,300 円（U18：

550 円）＋システム料を支払う。(県審判委員会で設定) ※申請支払い案内は通知する。

(受講後になる場合もある) 

  ④IR より実技評価（２PO）を受ける 担当⇒受講者へ合否 

   ・合格者⇒B 級認定（昇格）審査会へ推薦する 

 

 『B 級認定（昇格）審査会』(指定受講者【１次セレクション合格者】のみ受講) 

受講申込方法 

   ① TeamJBA に設定される B 級 e ラーニング講習会（JBA で設定⇒指定受講）への申請 

受講料 2,200 円（U18：550 円）＋システム料を支払う 

②B 級ｅラーニング（講義・ルールテスト）を受講する 

   ③B 級実技，フィットネステストへの申請及び受講料 3,300 円（U18：550 円）＋システ

ム料を支払う。（県審判委員会で設定） 

④ IR より実技評価（２PO）を受ける 

   ⑤担当⇒受講者へ合否 



   ・合格者⇒次年度 B 級認定 

 

◎Ｃ級認定講習 

受講資格：Ｄ・Ｅ級保有者及び審判ライセンスを保有しておらず TeamJBAの IDを取得済みの方 

≪D 級保有者が，C 級昇格審査を受ける場合≫ 

※D 級更新講習に合格していること（以下のことが必須） 

①CD 級更新 e ラーニング受講済み（受講・合格） 

   ②D 級更新実技講習受講済み（受講・合否不問） 

受講申込方法 

①担当⇒D 級審判員全員へ詳細について案内（１か月前） 

②受講者申込み⇒担当へ 

③TeamJBA に設定される講習会(実技)に申請・受講料 2,200 円(U18：550 円)＋システム

を支払う。（県審判委員会で設定） 

※CD 級は同じ e ラーニングになるため， e ラーニングは受講不要。 

④IR より実技評価（２PO）を受ける 担当⇒受講者へ合否について 

    ・合格者⇒年度内 C 級認定【登録手続き】 

 

≪E 級保有者が，C 級昇格審査を受ける場合≫ 

※E 級更新講習に合格していること（以下のことが必須） 

   ①E 級更新 e ラーニング受講済み（受講・合格） 

  受講申込方法 

①担当⇒Ｅ級審判員全員へ詳細について案内（１か月前） 

②受講者申込み⇒担当へ 

③TeamJBA に設定される CD 級 e ラーニング講習会（JBA で設定⇒指定受講）に申請・

受講料 1,100 円（U18：550 円）＋システム料を支払う 

④CD 級 e ラーニングを受講する 

⑤TeamJBA に設定される講習会(実技)に申請・受講料 2,200 円（U18：550 円）＋システ

ム料を支払う（県審判委員会で設定） 

⑥IR より実技評価（２PO） 担当⇒受講者へ合否について 

   ・合格者⇒年度内Ｃ級認定【登録手続き】 ・不合格⇒年度内Ｄ級認定【登録手続き】 

 

≪審判ライセンスを保有していない方が C 級新規取得講習を受ける場合≫ 

   ①TeamJBA にログインし，ID を取得する 

    ※コーチライセンスおよび競技者で，ID を取得している場合は不要 

  受講申込方法 

①県協会 HP に案内を掲載（１か月前） 

②受講者申込み⇒担当へ 

③TeamJBA に設定される CD 級 e ラーニング講習会（JBA で設定⇒指定受講）に申請・

受講料 1,100 円（U18：550 円）＋システム料を支払う 

④CD 級 e ラーニングを受講する 

⑤TeamJBA に設定される講習会(実技)に申請・受講料 2,200 円（U18：550 円）＋システ

ム料を支払う（県審判委員会で設定） 

⑥IR より実技評価（２PO） 担当⇒受講者へ合否 



    ・合格者⇒年度内Ｃ級認定【登録手続き】 ・不合格⇒年度内Ｄ級認定【登録手続き】 

 

◎Ｄ級認定講習 

受講資格：Ｅ級保有者及び審判ライセンスを保有しておらず TeamJBAの IDを取得済みの方 

≪E 級保有者が D 級昇格審査を受ける場合≫ 

※E 級更新講習に合格していること（以下のことが必須） 

   ①E 級更新 e ラーニング受講済み（受講・合格） 

受講申込方法 

①担当⇒Ｅ級審判員全員へ詳細について案内（１か月前） 

②受講者申込み⇒担当へ 

③TeamJBA に設定される CD 級 e ラーニング講習会（JBA で設定⇒指定受講）に申請・

受講料 1,100 円（U18：550 円）＋システムを支払う 

④CD 級 e ラーニングを受講する 

⑤TeamJBA に設定される講習会(実技)に申請・受講料 2,200 円（U18：550 円）＋システ

ム料を支払う（県審判委員会で設定） 

⑥IR より実技講習を受ける（合否不問⇒合格） 

⑦担当⇒受講者全員へ D 級ライセンス取得申請通知 

    ・合格者⇒年度内 D 級認定【登録手続き】 

 

≪審判ライセンスを保有していない方が D 級新規取得講習を受ける場合≫ 

   ①TeamJBA にログインし，ID を取得する 

    ※コーチライセンスおよび競技者で，ID を取得している場合は不要 

受講申込方法 

①担当⇒Ｅ級審判員全員へ詳細について案内（１か月前） 

②受講者申込み⇒担当へ 

③TeamJBA に設定される CD 級 e ラーニング講習会（JBA で設定⇒指定受講）に申請・

受講料 1,100 円（U18：550 円）＋システムを支払う 

④CD 級 e ラーニングを受講する 

⑤TeamJBA に設定される講習会(実技)に申請・受講料 2,200 円（U18：550 円）＋システ

ム料を支払う（県審判委員会で設定） 

⑥IR より実技講習を受ける（合否不問⇒合格） 

⑦担当⇒受講者全員へ D 級ライセンス取得申請通知 

・合格者⇒年度内 D 級認定【登録手続き】 

 

◎Ｅ級認定講習 

受講資格：審判ライセンスを保有していない方 

   ①TeamJBA にログインし，ID を取得する 

    ※コーチライセンスおよび競技者で，ID を取得している場合は不要 

受講申込方法 

①TeamJBA に設定される E 級 e ラーニング講習会（JBA で設定）に申請・受講料 1,100

円（U18：1,100 円）＋システムを支払う 

②ｅラーニング（講義・ルールテスト）を受講する 

・合格者⇒年度内 E 級認定【登録手続き】 


