2021年度 （一財）広島県バスケットボール協会主催

審判ライセンス 更新講習会（実技）

実施計画

※ 別資料の講習会受講順序をご確認のうえ、間違えないようにお申し込みください。
希望とは異なる講習会に誤って申し込まれた場合でも、受講料を返金することはできません。予めご了承ください。
※ 詳細はＴeamＪＢＡマイページ【講習会申込】一覧の中から該当する講習会番号横の【申込】を押すと確認できます。
そのまま申し込む場合は最下部の【申込】から手続きへ進んでください。
※ 更新講習がすべて完了した方は、県協会HP審判委員会の審判員名簿へ色付きで表示しております。（更新完了と掲載までにタイムラグがある場合があります。）
※ 更新講習会（実技）への申し込み・受講料支払いを必ず完了させてください。
更新講習会（実技）への申し込み・受講料支払いと審判参加申し込みは別になります。審判参加申し込みは大会等の集約がありましたら別途お申し込みください。
その際、更新講習受講希望者であっても割り当てが入らない場合があることを予めご理解いただき、計画的な受講をお願いいたします。
お問い合わせ：（一財）広島県バスケットボール協会 審判委員会

講習会名

申込受付期間

受講料

【広島県】B級更新講習会（実技・フィットネス）
E1001038
【広島県】B級更新講習会（実技・フィットネス）
※3級審判インストラクター更新者対象
E1001127

7/5～10/31

http://www.habba.jp/ca/13/135/

開催日
中止

11/3 (水)

中止

11/13 (土) 11/14 (日)

一般\3,300
U18 ¥1,100

終了

【広島県】C級更新講習会（実技）
E1001036
【広島県】C級更新講習会（実技）
※3級審判インストラクター更新者対象
E1001099

終了

7/5～12/30

一般\2,200
U18 \1,100
追加

社会人 県民大会 （広島市内SC）
U18 地区選抜大会 （広島修道大学）

11/20 (土)

社会人 社会人交流大会 （安芸区SC）

11/27 (土)

U15 第23回U14地区DC交歓会 （広島県立総合体育館 小アリーナ）

11/28 (日)

U22 学生リーグ （広島文化学園大学 呉 郷原キャンパス）

12/29 (水)

U15 全関西 （広島県立総合体育館 他）

7/21 (水) 7/24 (土)
8/28 (土) 8/29 (日)

終了

行事（会場）

9/4 (土) 9/5 (日)
10/16 (土) 10/17 (日)

U15 選手権大会 （びんご運動公園体育館）
U18 ウインターカップ県予選 （県内SC・高校体育館）
U15 Jr.ウィンターカップ県予選 （安佐北区SC）

12/4 (土)

U15 全関西県予選 （佐伯区SC・安芸区SC）

12/5 (日)

U22 学生リーグ （広島文化学園大学 呉 郷原キャンパス）

12/27 (月) 12/28 (火)
調整中

U15 全関西 （広島県立総合体育館 他）
各カテゴリー県大会等

会場訂正

2021年度 （一財）広島県バスケットボール協会主催
講習会名

申込受付期間

受講料
終了

開催日
8/7 (土)

8/8 (日)

行事（会場）
8/9 (月)

U12 全関西 （広島県立総合体育館）

8/9 (月)

中止

8/21 (土) 8/22 (日)

U15 地区新人 （尾道市立向島中学校）

中止

9/25 (土) 9/26 (日)

U15 カップ戦 （大竹市・廿日市市内中学校）

終了

10/23 (土)

U15 全関西芸備北地区予選 （吉田中学校）

終了

U18 私学カップ （グローバルリゾート 総合スポーツセンター サンチェリー）

10/9 (土) 10/10 (日)

U12 西田杯記念藤三呉ミニバスケットボール交歓大会
（10/9(土)オークアリーナ，10/10(日)安浦体育館）

10/30 (土) 10/31 (日)

U12 西田杯記念藤三呉ミニバスケットボール交歓大会
（10/30 オークアリーナ 10/31 安浦体育館）

中止

未定

終了

10/30 (土)

U15 全関西尾三地区予選 （尾三地区中学校）

終了

10/30 (土)

U15 全関西広島市予選 （安芸区SC 佐伯区SC 二葉中学校 幟町中学校）

終了

10/31 (日)

U15 全関西広島市予選 （安芸区SC 佐伯区SC 己斐上中学校 翠町中学校）

終了

11/3 (水)

U15 全関西広島市予選 （南区SC 宇品中学校）

終了

11/3 (水)

U15 全関西大竹廿日市地区予選 （大竹市・廿日市市内中学校）

終了

11/3 (水) 11/14 (日)

U15 全関西福山地区予選 （福山地区中学校）

変更 ↓

9/25 (土) 9/26 (日)

U12 尾三地区U12秋季リーグ （長者原スポーツセンター）

終了

11/6 (土)

7/5～12/30
（※各大会への
申し込みは別途）

実施計画

中止

変更 ↓

【広島県】D級更新講習会（実技）
E1001039

審判ライセンス 更新講習会（実技）

11/7 (日) 11/21 (日)

U12 広島県ミニバスケットボール大会 広島地区予選 （未定）

U12 尾三地区U12秋季リーグ （白竜ドーム）
U18 広島地区 新人戦 （11/7 安古市高校 ・ 11/21 広島県立総合体育館）

終了

11/13 (土)

U15 全関西呉賀茂地区予選 （海田中学校・府中中学校）

終了

11/13 (土)

U18 尾三地区 新人戦 （竹原高校）

11/3 (水)

U12 広島県ミニバスケットボール大会 福山地区予選 （未定）

変更 ↓

11/20 (土) 11/23 (火)
12/19 (日)
一般\2,200
U18 \1,100

未定
12/26 (日)
12/27 (月) 12/28 (火)
調整中

審判：
E級審判【更新】講習eラーニング
E1000018

7/31で終了

U12 広島県ミニバスケットボール大会 福山地区予選 （TTCアリーナ）
U18 呉地区 新人戦 （呉三津田高校）
U18 三次地区 新人戦 （未定）
U18 福山地区 新人戦 （大門高校）
U15 全関西 （広島県立総合体育館 他）
県内各地区・各カテゴリー地区大会等

