
令和４年７月１日 

京都府バスケットボール協会 

Ｕ１５ユース育成部 

トライアウト受験生のみなさんへ 

 

２０２２ Ｕ１３・Ｕ１４ 地区ＤＣトライアウト実施要項 
 

 

 盛夏の候，皆様にはますますのご健勝のことと存じます。平素は，本協会の活動にご理解とご協力をいただ

き誠にありがとうございます。 

さて，選抜活動が DC（Development Center）として活動して４年目を迎えます。昨年度は新型コロナウイ

ルスの影響で練習会が中止になるなど，年度当初の予定通りの活動が実施できませんでした。今年度も，新型

コロナウイルス感染症対策を講じて実施する方向で動き出しますので，趣旨をご理解いただいた上で，今年度

の活動に申込みいただきますようお願い致します。参加希望者については，インターネット申し込み（グーグ

ルフォーム）によるトライアウト参加希望確認を実施しますので，下記の期限内に QR コードより申し込みい

ただきますようお願い致します。 

 

記 

 

１ 今年度の DC 活動について 

  ・別紙「２０２２年度 DC 活動について」を参照してください。 

 

２ 日時・場所 自分の参加カテゴリーを別紙にて確認してください。 

 

３ 持ち物 

  ・運動できる服装、各チームのナンバリング（濃淡、リバーシブルやユニホームでも可）、飲物、 

参加希望確認書（要押印）・個人情報に関する確認について（要押印）、トライアウト参加費１０００円、 

健康チェックシート（別紙）、保険代（８００円）、ボール（各自１球ずつ持参），マスク 

 

前年度「府Ｕ１３」「地区Ｕ１３」に選ばれていた選手へ 

 ・昨年１１月に実施されたブロック交流会で「府 U１３」「地区 U１３」に選ばれていた選手も３月で活動が

終了となりましたので，U１４での DC 活動を希望する場合については８月に行われる各地区のトライア

ウトに参加をしてください。継続しての活動ではありませんので注意してください。 

 

４ その他 

  ・会場が中学校の場合、原則学校の敷地内には駐車できませんので、近隣のコインパーキング等をご利用

ください。 

  ・コロナウイルス感染防止のため、活動は無観客とします。 

・トライアウトの結果は、ホームページにアップします。（９月５日発表予定） 

  ・なお、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置発出により活動計画を変更、延期、中止する可能性があり

ますので、京都バスケットボール協会 U１５ページをご確認いただきますようお願いいたします。 
 

 【トライアウト合格者 今後の予定】 

  ９月 トライアウト結果発表，地区 DC 練習会 １０月・１１月 地区 DC 練習会 

１１月２６日（土）U１４DC ブロック交流会（U１４地区 DC 同士の交流試合） 会場：大山崎体育館 

１１月２７日（日）U１３DC ブロック交流会（U１３地区 DC 同士の交流試合） 会場：未定 

＊ご不明な点につきましては、京都市立修学院中学校(075-781-3000) の上村までご連絡ください。 

 

申し込み期間：令和４年 7月 1日（金）～7月２５日（月） 

手順：右のQRコードより、Google フォームで申し込みを完了する。 

（送信は 1度だけにしてください。） 

＊保険に加入をしなければいけないので，申し込み期間後の参加申し込みは受け付け 

できません。必ず期限を守って申し込みをするようにお願いします。また，申し込みがない 

場合は，トライアウトには参加できません。 

DC 活動には必ず JBA 選手登録（協会登録）

をしていることが必要になります！！登録が

ない場合は DC 活動には参加できません！！ 



令和４年度 U13・U14DCトライアウト参加希望確認書 
ふりがな 性別 

    男  女 名前 

希望カテゴリーに○をつける 

丹後 U14   中丹 U14   口丹 U14   京都市 U14   山城 U14 

     丹後 U13   中丹 U13   口丹 U13   京都市 U13   山城 U13 

現在の所属チーム（JBA 選手登録をしているチーム） 

                                

 
                          

 （中学校、クラブチーム、B ユース） 

所属中学校 

 

 

                   中学校 

JBA選手登録番号（ID）    

 

身長             体重             血液型（分かる場合） 

 

         cm                kg             型 

生年月日 

  西暦       年    月    日生まれ      歳（申し込み時点の年齢） 

保護者名 確認印 

                                    ○印  

所属チーム監督・コーチ確認印 

                                    ○印  

アピールポイント（ポジションも含めて） 

 

 

 

当日に使用するナンバリング（ユニフォーム・リバーシブルなど濃淡）必ず記入してください 

 

濃     色   淡      色   番号           

本人自宅・携帯連絡先 

保護者携帯連絡先 

 

申し込み期間：令和４年 7月 1日（金）～7月２５日（月） 

手順：右の QRコードより、Google フォームで申し込みを完了する。 

    （送信は 1度だけにしてください。） 

   ＊この用紙にも必要事項を記入し、トライアウト当日に提出する。 

  

 

 



                                   令和４年    月   日 

トライアウト参加希望者 各位 

京都府バスケットボール協会 

ユース育成部 
 

個人情報に関する確認について 
 

【確認内容】 

□ 本事業の趣旨に賛同し、参加選手が制限なく競技レベルのバスケットボール運動を行います。 

□ 本事業で撮影した動画及び静止画の肖像権は一般財団法人京都府バスケットボール協会に帰属する。 

□ 本事業中の活動中・移動中における事故・けが・傷害、その他の事故についての補償は、加入する保険の

範囲内である。 

□ 本事業の活動で、選出された選手の名前をホームページ上に掲載する。 

 

 

【参加の合意と確認】 

 
 選手名前                        

 ・上記選手の参加および確認事項について、保護者として同意します。 

 

      令和４ 年     月    日 

 

 

   保護者名                         印 

 

   ・上記選手の参加について、所属チーム指導者に伝えました。 

 

   所属チーム指導者名                      

 

   ※上記の内容に同意できましたら、□にチェックを入れてください。 

   ※この用紙は、トライアウト当日に受付にて提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年度 ＤＣ活動 

 

健康チェックシート 

 
活動日 令和４年   月   日 

 

活動における注意事項について理解し、ＤＣ活動に参加することを承諾いたします。 

 

チーム名  ：                

参加生徒名 ：                 

保護者名  ：             印  

保護者連絡先：                 

 

 

◎活動日当日までの体温（活動時２週間前から当日までの体温を記入してください） 

日付 起床時体温 日付 起床時体温 

①   月   日(  ) ℃ ⑧   月   日(  ) ℃ 

②   月   日(  ) ℃ ⑨   月   日(  ) ℃ 

③   月   日(  ) ℃ ⑩   月   日(  ) ℃ 

④   月   日(  ) ℃ ⑪   月   日(  ) ℃ 

⑤   月   日(  ) ℃ ⑫   月   日(  ) ℃ 

⑥   月   日(  ) ℃ ⑬   月   日(  ) ℃ 

⑦   月   日(  ) ℃ ⑭   月   日(  ) ℃ 

 

◎健康チェック表 

□ 平熱を超える発熱がない □ 胸の痛みや息苦しさがない 

□ せきやのどの痛みがない □ 味覚・嗅覚に異常がない 

□ 体が重く，疲れやすい等がない □ 感染者との濃厚接触がない 

□ だるさ（倦怠感）がない □ 身近な人に感染の疑いがない 

 

 

活動日当日に各項目に「✔」をご記入ください。記入がない場合は活動（トライアウト、練習会、交流会などの）への参

加ができません。ご理解ご協力をお願いします。 

 



 

氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

上村　武志 京都市立修学院中学校 事務担当 岩崎　広行 龍谷大学付属平安中学校

市場良太郎 亀岡市立亀岡中学校 事務担当 西　悠介 京都市立樫原中学校

上村　武志 京都市立修学院中学校 三井田　秀太 園部高校附属中学校 西　悠介 京都市立樫原中学校

Ｕ１４ 府 奥田　翔 京都精華学園中学校 山内　雄介 京都市立西賀茂中学校 上村　武志 京都市立修学院中学校

Ｕ１４ 丹後 倉橋　咲八輝 京丹後市立網野中学校 山手　悠司 京丹後市立大宮中学校

Ｕ１４ 中丹 塩見　勇太郎 福知山市立日新中学校 河野　仁哉 舞鶴市立白糸中学校 四方　一樹 綾部市立綾部中学校

Ｕ１４ 口丹 横山公彦 亀岡市立亀岡中学校 伯耆紳介 亀岡市立東輝中学校 氷置　竜士 京丹波町立蒲生野中学校

Ｕ１４ 山城 橋本　亮太 向日市立寺戸中学校 西山　祐也 相楽東部広域連合立和束中学校 柴崎　晋之介 男山市立男山第二中学校

Ｕ１４ 京都市 久保田　州星 京都市立山科中学校 笹井　雄太 京都市立山科中学校 溝口　潤 北野中学校

Ｕ１３ 府 高畑　勇吾 京都市立下京中学校 松嶺　宰 亀岡市立南桑中学校 藤井　宣通 京都市立西賀茂中学校

Ｕ１３ 丹後 中辻　誠 与謝野町立江陽中学校 西山　紗希 与謝野町立加悦中学校

Ｕ１３ 中丹 波戸内　剛 舞鶴市立城南中学校 浅尾　潤一 福知山市立南陵中学校 二谷　亮輔 舞鶴市立和田中学校

Ｕ１３ 口丹 市場良太郎 亀岡市立詳徳中学校 金田智彦 亀岡市立大成中学校 槇野秀樹 亀岡市立亀岡中学校

Ｕ１３ 山城 橋本　大知 宇治市立宇治中学校 仁科　貴之 男山市立男山中学校 田中　宏海 長岡京市立長岡第二中学校

Ｕ１３ 京都市 髙田　啓介 京都市立伏見中学校 青野　悟 京都市立中京中学校 鈴鹿　晴海 京都市立加茂川中学校

氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

上村　武志 京都市立修学院中学校 事務担当 岩崎　広行 龍谷大学付属平安中学校

谷口　貴史 京都市立西京極中学校 事務担当 西　悠介 京都市立樫原中学校

伊東　由美 亀岡市立詳徳中学校 吉田　美智代 京都市立桃山中学校 空田　剛 京都市立修学院中学校

Ｕ１４ 府 水田　雅士 京都市立加茂川中学校 林　映希 城陽市立南城陽中学校 河北　良美 京都市立七条中学校

Ｕ１４ 丹後 長谷川　耀平 京丹後市立久美浜中学校 粟倉　雅久 京丹後市立久美浜中学校

Ｕ１４ 中丹 兼元　貴将 福知山市立桃映中学校 吉田　昌生 綾部市立綾部中学校 芦田　香葉 福知山市立三和中学校

Ｕ１４ 口丹 池田　昴平 亀岡市立東輝中学校 三觜　泰弘 京丹波町立蒲生野中学校 坂上　渉 亀岡川東学園

Ｕ１４ 山城 吉松　大将 木津川市立山城中学校 上間　憲 京田辺市立培良中学校　　 板垣　正稔 木津川市立木津中学校

Ｕ１４ 京都市 河北　伊織 京都市立大枝中学校 田中　雅三 京都市立二条中学校 英　桃子 京都市立北野中学校

Ｕ１３ 府 川勝　麻弥 福知山市立南陵中学校 谷口　貴史 京都市立西京極中学校 空田　剛 京都市立修学院中学校

Ｕ１３ 丹後 吉田　聡華 与謝野町立加悦中学校 吉岡　明希子 与謝野町立江陽中学校

Ｕ１３ 中丹 兼元　貴将 福知山市立桃映中学校 吉田　昌生 綾部市立綾部中学校 芦田　香葉 福知山市立三和中学校

Ｕ１３ 口丹 二叉　寛 亀岡市立大成中学校 江連　司朗 南丹市立殿田中学校 森　哲也 南丹市立園部中学校

Ｕ１３ 山城 請井　知史 木津川市立木津第二中学校 中路　太朗 宇治市立東宇治中学校 安部　悟史 木津川市立木津中学校

Ｕ１３ 京都市 大賀　玲子 京都教育大学附属京都中学校 杉本　真一 京都市立西賀茂中学校 福本　徹也 京都市立松原中学校
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女子
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チーフマネージャー

チーフコーチ
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男子
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チーフマネージャー

チーフコーチ



8月地区DC トライアウト一覧 

 

男子 

  

丹後U１３ 丹後U１４ 中丹U１３ 中丹U１４ 

8月 17日 8月 17日 8/26（金） 8/26（金） 

18:00～20:00 18:00～20:00 18:00～20:30 18:00～20:30 

江陽中学校 網野中学校 日東精工体育館 日東精工体育館 

トライアウト トライアウト トライアウト トライアウト 

口丹U１３ 口丹U１４ 山城U１３ 山城U１４ 

8月 20日(土) 8月 20日(土) ８月６日（土） ８月２８日（日） 

１５：００～１７：００ １５：００～１７：００ 9:00～12:00 9:00～12:00 

亀岡中学校 亀岡中学校 宇治中学校 寺戸中学校 

トライアウト トライアウト トライアウト トライアウト 

京都市U１３ 京都市U１４   

8月 24日（水） 8月 21日（日）   

18:30～20:30 9:00～12:00   

横大路体育館 山科中学校   

トライアウト トライアウト   

    

女子   

丹後U１３ 丹後U１４ 中丹U１３ 中丹U１４ 

8月 17日 8月 17日 8/26（金） 8/26（金） 

18:00～20:00 18:00～20:00 18:00～20:30 18:00～20:30 

江陽中学校 網野中学校 綾部中学校 綾部中学校 

トライアウト トライアウト トライアウト トライアウト 

口丹U１３ 口丹U１４ 山城U１３ 山城U１４ 

8月 20日(土) 8月 20日(土) ８月２０日（土） ８月２１日（日） 

１５：００～１７：００ １５：００～１７：００ 13:00～16:00 13:30～16:30 

園部中学校 園部中学校 東宇治中学校 山城中学校 

トライアウト トライアウト トライアウト トライアウト 

京都市U１３ 京都市U１４   

8月 26日（金） 8月 26日（金）   

18:30～20:30 18:30～20:30   

横大路体育館 横大路体育館   

トライアウト トライアウト   



 

「新型コロナウイルス感染症」感染防止対策について 
 本年度の DC 活動におきましては、三密を避け、新たな行動様式に基づく感染防止策(飛沫感染や接触感染の

リスク回避)に留意しながら実施していきます。 

顧問、参加者、保護者の皆様におかれましては御理解をいただきますとともに、御家庭での検温や健康観察

(風邪症状・倦怠感等がある際には静養)、各自の飲料水の持参、新たな行動様式の日常的な実践等につきまし

て御協力くださいますようお願いいたします。  

なお、具体的な活動内容につきましては、留意すべき事項をまとめ、それぞれの教育委員会や連盟等の指針

を参考にしながら指導計画を立てて実施していきます。また、今後の感染状況により予定を変更することがあ

ります。さらに、感染拡大が予想される際には、急遽練習会を中止することもあり得るので、HP をこまめに

ご確認いただきますようお願い致します。 

 

（１）ＤＣ運営全般について 

 ①練習会場ごとに感染対策責任者を設置する。 

 ②各会場で消毒等感染防止に必要な物品を準備し、会場は常に換気をする。 

 ③無観客の練習会とし会場に入ることができるのは、選手、指導者、ＫＢＡ協会関係者および役員とする。 

 ④万が一感染が発生したときには、保健所からの要請に従い、感染防止拡大に協力する。 

 

（２）練習会における留意点 

 ①自覚症状および検温３７．５以上がある場合、また感染が疑われる症状のある生徒は活動に参加できない。 

 ②基礎疾患のある選手は、保護者の同意と責任により参加を判断する。（自己申告によるものとする） 

 ③練習前後は、手洗い・うがいを励行する。可能な限り消毒ができるように消毒液を出入口に準備する。 

 ④原則、選手は運動時以外マスクを着用する。（公共交通機関利用時、徒歩での移動の際、更衣時など） 

 ⑤ビブス、ウェアなど使い回しはしない。また、選手同士でスクイズボトルの共有および回し飲みはしない。 

 ⑥更衣室においては、換気を徹底し三密を避けるに利用する。 

 

 

選手選考基準 
① 「日本代表または京都府代表選手として」活躍が期待できる力，素質（精神的な要素も含む）を備えてい

ると思われる選手。 

② ＪＢＡの定める選手選考基準を参考に，合議の上で選手選考を実施する。 

③ 強い意欲・意思をもって活動に参加できる選手 

④ バスケットボールのパフォーマンス（精神的，技術的，身体的）が傑出している選手。 

 

（参考）ユース育成選手選考基準 ＪＢＡ技術委員会ユース育成部会 

【項目】 

１ 意欲・意思 

２ プレースタイル 

  ・イニシアチブをとれる ・コンタクトを好む ・1 対 1 で戦うことを好む 

  ・瞬時にゲーム状況を読める ・予測力 ・トランジッション能力 ・楽しんでプレーしている 

３ ファンダメンタルズ 

  ①基礎技術の実践力(ﾌｯﾄﾜｰｸ，ﾊﾟｯｼﾝｸﾞ，ﾄﾞﾘﾌﾞﾙ，ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ，ﾘﾊﾞｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ，ﾌﾟﾚｰ) 

  ②オフェンス，ディフェンスのスペーシングの理解 

  ③状況判断力 

４ 運動能力（高いレベルの“早期開発能力”） 

  ①クイックネス能力 

  ②ジャンプ力（速筋タイプ） 

  ③柔軟性 

５ その他 

  ①身長，指高，指極 

  ②予測身長 

  ③コーディネーション能力 

  ④経験年数 

  ⑤特殊な能力（シュート力，リバウンド力，リーダーシップ，創造性など） 


