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来年度 愛媛県Ｕ１２・U１１育成センター(ＤＣ) 
トライアウト実施のご案内 

  
標記の件，(一社)愛媛県バスケットボール協会 U12 部会の育成センター事業(以下，DC)活動計画に沿って，

下記の通り本部会において，来年度愛媛県 U12・U11DC のトライアウトを下記の通り実施いたします。  
これは，年代に応じた最適な指導を行い，世界を目指す選手を育成することを目的に，U-16･14･12 の各カ

テゴリー別に選手の健全育成を図るともに，⾧期に渡って選手の育成に取り組んでいく事業です。 

記 

【重要事項】 

今年度（2020 年度）は，＜愛媛県 U12・U11DC＞の活動のみを実施するということで始める予定でし
たが，コロナウィルスの影響により満足な活動が実施できておりません。状況と体制を鑑み，U12 部会執
行会議にて協議をいたしました。 

その結果，来年度（2021 年度）についても，「愛媛県の１本化」・「ALL EHIME 体制」で取り組んで参
りたいという趣旨のもと，＜愛媛県 U12・U11DC＞のみの活動とすることに決定致しました。 

各地区での DC の取組みを期待されていた選手・保護者の皆様もいらっしゃると思いますが，ご理解下
さいますよう，お願い申し上げます。 

 



１．トライアウト実施について   

①日時・会場 

 日程 時間 会場 

一次 
選考 

【東予】令和 3 年 4 月 18 日(日) 

令和 3 年 4 月 29 日(木) 

 
【中予】＜男子＞ 

令和 3 年 4 月 17 日(土) 
＜女子＞ 
令和 3 年 4 月 18 日(日) 
＜予備日＞ 
令和 3 年 5 月 1 日(土) 
 

【南予】＜U12 のみ＞ 
令和 3 年 4 月 18 日(日) 
＜U11・予備日＞ 
令和 3 年 4 月 24 日(土) 

各支部にて 
調整中 

【東予】 
＜18 日＞ 
川之江体育館 

(四国中央市川之江町 1012-48 ) 
＜29 日＞ 
東予体育館 

(西条市周布 396 番地) 
【中予】 
＜17 日＞ 
川内体育センター 

(東温市北方甲 2314-2) 
＜18 日＞ 
えひめ青少年ふれあいセンター 

(松山市上野町甲 650) 
＜予備日＞調整中 
【南予】 
⿁北総合体育館 
(北宇和郡⿁北町永野市 1290-1) 

二次 
選考 

令和 3 年 5 月 23 日(日) 
 

※U12 のみ実施 

【Ⅰ部】10:00～ 開講式 
(9:30～開場) 
(9:40～受付) 

【Ⅱ部】13:00～ 開講式 
(12:30～開場) 
(12:40～受付) 

山根総合体育館 
(新居浜市角野新田町 3-14-1)  

※一次選考については，各支部単位での実施といたします。開催時間・会場については，U12 ユース育成委
員会または支部普及強化部より連絡をいたします。受験選手の人数及び会場の駐車場の都合により，時間
の分割または複数会場での開催が予想されます（特に中予支部において）。あらかじめご了承をいただく
とともに，案内を十分にご確認の上，受験をしていただきますよう、お願いいたします。（急遽変更・追
加する場合は別途ご案内をいたします。） 

②受験参加資格 
 JBA に「競技者登録」をしている，県内在住の現小学４年生（U11）・小学５年生（U12）を対象とする。
（応募方法は３．に記載） 
  ※競技者登録とは，チームに所属し，登録料を納めること。 

③実施内容 及び 選考手順 
一次選考:『フィジカル測定』 
     JBA が定めているフィジカル（身体・体力）の測定を実施し，主に測定結果を基づいて選手の

選考を実施する。 
U12 については，男女ともに３０名程度選考し，二次選考のトライアウトに臨む。 
U11 については，男女ともに２０名程度選考する。 

二次選考:『実戦(ゲーム等)形式』（U12 のみ） 
     ６チーム程度に選手を振り分け，ミニゲーム（5 分ゲーム）を実施する。意欲・スキル・振る

舞い等を総合的に勘案して，男女ともに２０名程度選考する。



④選手選考 
(一社)愛媛県バスケットボール協会ユース育成委員会 Ｕ１２カテゴリーのスタッフ(県 DC スタッフ）が
選考いたします。 

⑤参加費 
受益者負担の原則から，トライアウト参加費として￥５００/回を当日受付時に徴収いたします。 

 

２．準備物 

所属チームのユニフォームもしくはリバーシブルビブス※1，チーム名もしくは個人名が記入されたボール
１人１個，着替え，飲み物，タオル，その他各自が必要と考えられるもの 
※1 ユニフォームについては，一次選考時は濃色のみの持参，二次選考は濃淡の持参をお願いいたしま
す。 
 

3．応募方法 等  

①＜U12 ついて＞ ※12 月のお申込み済みの方は不要です。 
昨年度，愛媛県 U11DC の申込みをしている選手については，そちらの申込みを活用させていただきます。
今回の受験をお考えの選手や新たに加入した選手（移籍選手を含む）は，新たに申込書の提出をお願いい
たします。別紙申込書(EXCEL)に入力・記載をし， 令和 3 年 4 月 2 日（金）必着 で下記の問い合わせ
先まで郵送で返信して下さい。※1)  
また応募の取りまとめに合わせまして，受験対象選手（チーム所属の全５年生）の DC トライアウト参加
に対する調査を実施したいと思います。別紙調査票(EXCEL)に必要な事項を入力していただき，令和 3 年
4 月 2 日（金）必着 で下記の問い合わせ先の E-mail まで送信をお願いいたします。※2)   

②＜U11 ついて＞ 
今回の受験をお考えの選手や新たに加入した選手（移籍選手を含む）は，申込書の提出をお願いいたしま
す。別紙申込書(EXCEL)に入力・記載をし， 令和 3 年 4 月 2 日（金）必着 で下記の問い合わせ先まで
郵送で返信して下さい。※1)  
また応募の取りまとめに合わせまして，受験対象選手（チーム所属の全４年生）の DC トライアウト参加
に対する調査を実施したいと思います。別紙調査票(EXCEL)に必要な事項を入力していただき，令和 3 年
4 月 2 日（金）必着 で下記の問い合わせ先の E-mail まで送信をお願いいたします。※2)   

 
 ※1 チームで複数名の新規申し込みの場合は，まとめて郵送していただいても構いません。 
 ※2 アンケート内に受講時背番号の記載をお願いします。選手の正しい認識に重要な資料となります

ので，お間違えのないようにお願いいたします。なお，チーム内で変更があった場合でも，申込み
（回答時）の背番号での受験をお願いいたします。 



 

4．以下の点について，ご了承ください。 

①トライアウト会場への選手の送迎は，保護者またはチーム関係者の方による送迎をお願い致します。 

②トライアウト会場の駐車場は使用できない場合がございます。U12 ユース育成委員会及び支部普及強化
部からの案内を十分に確認し，適宜対応してください。その場合には，会場周辺の商業施設や路上への
駐車は絶対にしないようにしてください。ご迷惑をおかけしますが，よろしくお願い致します。 

③トライアウト中に傷害・物損等が発生した場合については，所属チームで加入しているスポーツ安全保
険にて対応お願い致します。万が一，補償対象にならない事象があった場合は，協会及び当育成委員会
は責任を負いかねますので，ご理解をお願い致します。 

④DC 選手となった場合は，次年度からの練習日には自チームの活動よりも優先して参加するようにお願
い致します。（学校行事・冠婚葬祭を除く） 

 練習日については，基本的に毎月第４日曜日と致します。（別紙参照。変更する場合あり） 
※選手個人が使用するもの(例:飲み物，慢性疾患用のアイシング等)については，自己負担とします。 

⑤DC 活動は，JBA 及び EBA が所管する事業となります。冒頭に申し上げましたとおり,当委員会として
は，「ALL EHIME 体制」でこの事業に取り組んでいきたいと考えております。つきましては、当活動の
趣旨（別紙）にご理解を頂き，積極的に参加をして頂きますようお願い申し上げます。U12 部会及び当
委員会では，対象となる選手がいないなど正当な理由なく参加されないチーム（選手の意思に反するチ
ームの決定等を含む）については，一定の懲罰（検討中）を科す可能性があります。 

   ※参加の権限は，選手個人及び選手保護者です。各チームの指導者の方は，当活動への参加を後押しし
て下さいますよう，ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

以上 

 
 

問い合わせ先                        
(一社)愛媛県バスケットボール協会             

ユース育成委員会 U-12 担当事務局           
河坂 直樹                   

郵送先:(一社)愛媛県バスケットボール協会 事務局  
〒790-0915 松山市松末 1 丁目 3-38     

TEL  080-6390-7210              
E-mail ehime.u12youth.d@gmail.com      


