
つなげよう！明日へ！ 
第 6 回ジュニアバスケットボールサマーキャンプ   IN WAJIMA 

～東日本大震災 復興支援～ 
（１次案内） 

１．趣	 旨	 

・	 ジュニアバスケットボールサマーキャンプは、トップアスリートや指導者が有する優れた

技や人間的魅力、コミュニケーション能力やマネジメント能力を積極的に地域に還元し、「ト

ップと地域が支え合う好循環」「一貫指導と新しい指導法の共有」につなげ、スポーツ振興

を推進したいと考えて開催している。	 

・	 ジュニア期からの組織的・計画的な選手育成や一貫指導、新しい指導法の指導者への教授

などを行い、オリンピックでの上位活躍を目指すために、スポーツ振興基本計画〔２０００

年文部省〕、JOCゴールドプラン〔２００１年日本オリンピック委員会(JOC)〕とが連動して

策定されている。その後、スポーツ立国戦略〔２０１０年文科省〕が出され、「人の重視」

に伴う育成、「連携・協働の推進」によるトップと地域の体制作りなどをし、新たなスポー

ツ文化の確立を目指そうとしている。	 

・	 このようなことから、日本のトップの指導者が大切にしている理念（コンセプト）や目指

しているバスケットボールの技術を学び、ジュニア世代における一貫指導と新しい指導法を

共有し、技術と指導のレベルアップを図ることをねらいとしている。指導力の向上により、

よい技術を身につけた選手育成がなされ、日本のバスケットボール競技の世界への飛躍につ

ながると考えている。	 

・	 東日本大震災の被災に遭われ、今でも失意に見舞われている。そこで、ひとつのボールに

心を込めて競い合うバスケットボールの仲間達の心の復興支援をしたいと考えている。平成

１９年に能登半島地震に遭い、心温まる震災見舞いをして頂いたが、今後も希望と勇気を与

えたい。	 

	 

２．主	 催	   ジュニアバスケットボールサマーキャンプ IN WAJIMA 	 実行委員会	 
	 

３．主	 管    輪島市バスケットボール協会	 

	 

４．後	 援	 	  輪島市	 	 	 
	 

５．期	 日	   平成２５年８月９日（金）～８月１１日（日）	 
	 

６．場	 所	   一本松総合運動公園体育館	 サン・アリーナ	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 〒928-0011	 輪島市杉平町 1-12	 	 0768-23-0101	 
	 

	 

	 



	 

７．参加対象	 ・ジュニア世代（小学校、中学校、高校）の指導者と選手	 

※本キャンプの趣旨に賛同いただける方であれば、カテゴリーは問いません。	 

※指導者もプレイできるよう準備しておいて下さい。	 

※参加者が多数の場合、講座内容によりフロアでプレイできる人数を調整させて

いただきます。	 

※夜の講習会は、指導者対象とさせていただきます。	 

	 

８．申込方法	 	 参加申込書に必要事項を記入し、連絡先に e-mail で申し込んで下さい。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ※申込先	 実行委員会	 逢坂良太	 	 	 e-mail	 	 r_ousaka0420@yahoo.co.jp	 

	 

９．参加費	 	 	 	 選	 手：２，０００円	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 指導者：５，０００円	 テキスト代など	 

	 

10．講師・実行委員会スタッフ	 

	 ・原田	 	 茂	 元女子日本代表監督	 	 （テクニカルアドバイザー）	 

	 ・柿島	 誠一	 石川県鵬学園高校	 

	 ・山下	 春香	 ソシオ成岩スポーツクラブコーチ	 

	 ・石田	 宗男	 	 トレーナー	 

	 ・黒島	 啓之	 	 石川県金沢市西南部中学校	 	 	 Ｕ− １６男子日本代表Aコーチ	 

	 

	 ・橋田	 宏幸	 石川県輪島レッドイーグルス	 元Ｕ− １２女子エンデバースタッフ	 

	 ・橋田	 道子	 石川県輪島レッドイーグルス	 

	 ・白山	 	 	 晃	 石川県館野ミニバスケットボールクラブ	 

	 ・逢坂	 良太	 石川県輪島市ミニバスケットボール教室	 

	 ・青木	 	 綾乃	 日本航空高校石川	 

	 ・福光	 	 明	 	 	 	 石川県輪島市上野台中学校	 

	 ・加藤	 裕久	 元Ｕ—１５女子エンデバー北信越ブロック推薦コーチ	 



ジュニアバスケットボールサマーキャンプ IN WAJIMA日程表	 
	 

１日目	 

８／９	 

(金)	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

１０：００	                      準  	 備	 

１３：００	                     受	    付     	 	 	 	 	 	 	 	 	 

１３：３０	                     開 講 式	 

１３：４０	 バスケットボールやキャンプの考え方	 

１４：００	  １講座   ファンダメンタルドリル１	     	 	 	 	 	 	 

１５：００	  ２ 講座   ファンダメンタルドリル２	  	 

１６：００	  ３ 講座   ファンダメンタルドリル３	  	 

１７：００	  ４ 講座   状況判断を踏まえた組織的な攻防の基本１  	 

１７：３０	                  夕 食	 	 入 浴	 

１９：００	  ５ 講座	   講習会（競技力向上）   	 	 	 	 	 	 	   	 

２０：００	          練習方法や戦術について質疑、意見交換	 

２０：３０	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 終	 了	 

	 

２日目	 

８／１０	 

(土)	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

  ８：００	                      開	 場	 

  ８：３０	  ６ 講座   練習方法や戦術の課題練習    	 	 	 	 	 	 

	 ９：３０	  ７ 講座   状況判断を踏まえた組織的な攻防の基本２	 

１０：３０	  ８ 講座   状況判断を踏まえた組織的な攻防の基本３	 

１１：３０	  ９ 講座   速攻 １	 

１２：３０	                     昼   食	 

１３：３０	 １０講座   速攻 ２	 

１４：３０	 １１講座   速攻 ３	 

１５：３０	 １２講座   ５対５の攻防	 １	 

１６：３０	 １３講座   トレーニングマッチ  １	 

１７：３０	                 夕  食	 	 入  浴	 

１９：００	 １４講座   講習会（一貫指導と新しい指導法）	 	 	 	 	 	 

２０：００	           練習方法や戦術について質疑、意見交換	 

２０：３０	                   	  終	 了	 

	 

３日目	 

８／１１	 

(日)	 

	 

	 

  ８：００	                      開	 場	 

  ８：３０	 １５講座   練習方法や戦術の課題練習       	 	 	 	 	 

  ９：３０	 １６講座   ５対５の攻防   ２	 

１０：３０	 １７講座   ５対５の攻防   ３	 

１１：３０	 １８講座   トレーニングマッチ  ２	 

１２：３０	                   閉  講  式                  	 

	 

	 



参加申込み	 

◎参加者氏名                                                    ※該当に○をつける。	 

	 

	 
氏	 	 	 名	 性別	 

Tシャツ	 

サイズ	 

所	 	 属	 

(小･中･高･一般)	 
選手	 指導者	 その他	 

１	 	 	 	 	 	 	 	 

２	 	 	 	 	 	 	 	 

３	 	 	 	 	 	 	 	 

４	 	 	 	 	 	 	 	 

５	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

◎連絡先	 

    	 	 代表者                    	 	 	             	 
	 

         ＴＥＬ	 
	 

         ｅ− ｍａｉｌ	 
	 

◎参加日程      ※参加予定人数を記入する。	 

期	 日	 ８／９（金）	 ８／１０（土）	 ８／１１（日）	 

	 

	 

午後	 

	 

講習会	 

指導者対象	 

午前	 

	 

午後	 

	 

講習会	 

指導者対象	 

午前	 

	 

参	 

	 

加	 

選	 手	 人	 ※	 人	 人	 ※	 人	 

指導者	 人	 人	 人	 人	 人	 人	 

その他	 人	 人	 人	 人	 人	 人	 

     	 

◎弁当申込み  	 

	 

８／１０（土）	 	 

 （１個５００円）	                      個	 
	 

◎宿泊申し込み１泊２食（朝・夕食）小学生 5500円	 中高生・大人 6000円	 

８／９（金）	 ８／１０（土）	 

小学生	 

	 

男	               人	 男	                    人	 

女	                 人	 女	                    人	 

中高生	 

大	 人	 

男	                 人	 男	                    人	 

女	                 人	 女	                    人	 

合	 計	                      人	                          人	 

   ※ 申込先	 実行委員会	 逢坂良太   e-mail	  r_ousaka0420@yahoo.co.jp	 


