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U12 カテゴリー移籍手続きガイド 

 
U12 カテゴリーの登録および移籍については、2019 年 4 月 1 日より、JBA 基本規程および U12 カテゴリー

登録運用細則、U12 カテゴリー移籍運用細則に基づき、全国共通の規程にて運用することとしました。 

U12 カテゴリーの移籍については、U12 カテゴリー移籍運用細則および以下の手続き方法をご確認いただき、
手続きを⾏っていただきますようお願いいたします。 
 
 
■U12 カテゴリー移籍申請の対象となる方                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■U12 カテゴリー移籍申請書 受付期間                                  
 

U12 カテゴリーの移籍について、随時、申請を受け付けます。但し、2 月 1 日から 3 月末に申請を⾏った場合
には、原則、翌年度登録(移籍)になります。 

なお、都道府県協会が移籍申請書を受理してから原則 14 日以内に移籍の可否を申請者に通知しますが、
以下の通り、受理日によって多少前後する場合がありますので、予めご了承ください。 
 

移籍申請書 受付期間 結果通知 TeamJBA 登録手続き 

4 月〜1 月 各月 1 日〜15 日 申請翌月の 1 日頃 承認後、原則 14 日以内 

4 月〜1 月 各月 16 日〜月末 申請翌月の 15 日頃 承認後、原則 14 日以内 

2 月〜3 月 2 月 1 日〜3 月 31 日 翌年度の 4 月 15 日頃 承認後、原則 14 日以内 

 
※受付期間は、都道府県協会事務局の受理日になりますので、前もって手続きを⾏なってください。 
※移籍申請書で記⼊漏れなどの不備があった場合には、結果通知が遅れる場合がありますので、予めご了承く

ださい。 
 
 

① 移籍は、「U12 カテゴリー移籍運用細則」第 4 条 1.2.の特別な事情がある場合に認められます。 
② 年度におけるチームの変更も移籍とみなします。 
 
＜対象となる選手＞ 
「U12 カテゴリー登録運用細則」第 3 条に定める選手のうち、既に登録をして活動している選手とします。 
 
＜留意点＞ 
○「特別な事情(転居、人間関係等のトラブル)があれば移籍を認める」ことは、選手にバスケットボールの 

競技環境を保証するためであり、決して強化や勝利⾄上主義を促すものではありません。 
○2019 年 2 月 28 日現在、U12 カテゴリーに登録している選手が、2019 年度以降、U12 カテゴリーの 

異なるチームに登録することを全て移籍とします。 
○移籍は、「U12 カテゴリー移籍申請書」を都道府県バスケットボール協会事務局に提出し、承認された 

場合のみ認められます。U12 カテゴリーの移籍の可否は、都道府県バスケットボール協会にて⾏います。 
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U12 カテゴリー移籍手続きガイド 

■移籍申請にあたっての事前準備                                      
 

手順 詳細 

① U12 カテゴリー 
移籍申請書を⼊手 

・JBA 公式サイトから「U12 カテゴリー移籍申請書」を⼊手する。 
【JBA 公式サイト】 http://www.japanbasketball.jp/registration/ 

② 移籍申請書に 
必要事項を記⼊ 

・申請者情報は、移籍を希望する競技者の保護者が記⼊してください。 
・日中連絡がとれる連絡先を記⼊し、移籍理由は具体的にご記⼊ください。 

③ 移籍元チームの 
承諾を得る 

・移籍元(所属)チームの代表者に承諾を得る。(＊1) 
・代表者名は、移籍を希望する競技者の保護者以外の者とし、チーム印もしくは
代表者の押印が必要となります。 

④ 移籍を希望する 
チームの承諾を得る 

・移籍を希望するチームの代表者に承諾を得る。 
・代表者名は、移籍を希望する競技者の保護者以外の者とし、チーム印もしくは
代表者の押印が必要となります。 

 
■移籍申請手続き                                                
 

手順 詳細 

① U12 カテゴリー 
  移籍申請書の提出 

・「U12 カテゴリー移籍申請書」に記⼊漏れ等ないかを確認の上、移籍元チームが
所属する都道府県協会事務局に提出する。 
【都道府県協会】 http://www.japanbasketball.jp/47ba 

※申請後、都道府県協会から結果通知がくるまで、少々お待ちください。 

② 都道府県協会にて 
申請書類の確認 

・都道府県協会にて、受理した「U12 カテゴリー移籍申請書」をもとに、移籍理由
等の確認を⾏う。 

・移籍申請書の内容で判断しかねる場合には、申請者および移籍元チーム等に
聞き取りをする場合がありますので、予めご了承ください。 

③ 移籍の可否通知 
・都道府県協会より、移籍の可否を申請者のメールアドレスに通知する。 
※移籍申請書を受理してから原則 14 日以内に通知する予定ですが、 

多少前後する場合がありますので、予めご了承ください。 

④ TeamJBA 
登録(移籍)手続き 
・登録料の納付 

・都道府県協会の承認後、申請者が移籍元チームと移籍先チームに、 
移籍承諾書(申請書)を送付し、TeamJBA にて登録(移籍)手続きを⾏う。 

・移籍先チームの代表者が、移籍対象となる選手の追加登録を⾏う。 
※これまで利用していたメンバーID にて追加登録を⾏ってください。 

・移籍元チームの代表者が、移籍対象となる選手を承認する。（＊1） 
・承認後（＊2）、登録料を納付する。 
※年度内、既に登録料を納めている場合、所属都道府県に変更がなければ 

登録料の徴収はありません。 

⑤ 登録(移籍)完了 
・TeamJBA マイページにて、PDF 版登録証が発⾏できる。 
・TeamJBA 登録(移籍)手続き完了後、⼤会に出場できる権利が得られます。
但し、移籍後の⼤会への出場の可否は⼤会規程に従ってください。 

 
（＊1）移籍元(所属)チームが所属選手の移籍を承諾すべきであるにもかかわらず、これを⾏わない場合は、その旨、

移籍元チームが所属する都道府県協会へお申し出ください。 
（＊2）移籍元チームの承認後、移籍先の都道府県協会による承認作業が⼊る場合がございます。 



メンバーID 生年月日

電話番号 E-mail

在籍期間 ～

受理日

在籍期間 移籍回数

移籍理由の確認

㊞

申請日：　　　　年　　　月　　　日

U12カテゴリー移籍申請書

U12カテゴリー移籍運用細則に基づき、下記の競技者の登録（移籍）を申請いたします。

●申請者情報

競技者氏名 保護者名 ㊞

　　　年　　　月　　　日　（　　　歳　）

住所
〒　　　　　－　

年　　　　月 年　　　　月

移籍理由

※具体的にご記入ください。

上記の競技者について、当チームへの登録（移籍）を承諾いたします。

●移籍元チーム承諾書

チーム名 （　　男　　・　　女　　）

チームID Ｔ 代表者名 ㊞

所在地
〒　　　　　－　

●移籍先チーム承諾書

チーム名 （　　男　　・　　女　　）

チームID Ｔ 代表者名 ㊞

所在地
〒　　　　　－　

＜都道府県協会　記入欄＞

　　　　年　　　　月　　　　日

年　　　　月　　　～　　　　　年　　　　　月

※本申請書に記入いただいた個人情報は、U12カテゴリーの登録（移籍）に対してのみ利用いたします。

上記の者の申請について、移籍を　「　　承認　　・　否認　　」　いたします。 年　　　　月　　　　日

バスケットボール協会　　競技会委員長
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＜都道府県協会向け＞ U12 カテゴリー移籍手続きガイド 

 
2019 年度より、「U12 カテゴリー移籍手続きガイド」の則り、U12 カテゴリーの移籍手続きが⾏われます。 
つきましては、都道府県バスケットボール協会にて、下記の通り、移籍の可否判断を⾏なっていただきますようお願いいたしま

す。円滑で迅速な処理ができるよう、ご理解・ご協⼒のほど、よろしくお願いいたします。 
 
●事前準備 

(1) 移籍承認者の選任について  ※2019/3/7 付にて依頼文書発信済み 
・2019 年度以降、利害関係のない⽅として、都道府県協会「競技会委員⻑」を移籍手続きの承認者として選任いただけま
すようお願いいたします。 

・競技会委員⻑が、U12 カテゴリー部会の関係者ならびに U12 カテゴリーのチーム・プレーヤーに対して利害関係がある場合
には、都道府県協会において、他の適任者を選任していただけますようお願いいたします。 

・2019 年 3 月 26 日(火)までに移籍承認者を選任し、JBA 所定の移籍承認者報告書の提出をお願いいたします。 
 
(2) 都道府県協会等の公式ホームページへの掲載依頼 
・2019 年度より、JBA 基本規程（第 3 章 所属団体、第 4 章 競技者、第 5 章 登録）および U12 カテゴリー登録運
用細則／移籍運用細則に基づき、実施いたします。 

・U12カテゴリー登録運用細則、U12カテゴリー移籍運用細則、U12カテゴリー移籍手続きガイド、U12カテゴリー移籍申請
書について、都道府県協会の公式ホームページへの掲載をお願いいたします。 

 
●移籍手続きの流れ 

・都道府県協会は、移籍の申請を受理してから原則 14 日以内に移籍の可否を申請者に通知してください。 
・移籍先チームが、移籍元チームの所属する都道府県以外の場合、登録の可否は当該都道府県協会の U12 カテゴリー部
会間で情報共有の上、移籍の可否を⾏なってください。 

No. 手順 詳細 

1 U12 移籍申請書の受理 PBA 移籍承認者は、受理日を記⼊後、U12 カテゴリー部会⻑へ写しを送付する。

2 申請内容の確認 
在籍期間、移籍回数、移籍理由を確認する。 
※移籍理由が不透明な場合、判断しかねる場合には、U12 カテゴリー部会⻑、申

請者、移籍元チームの代表者に状況確認を⾏う。 

3 移籍の可否を判定 
※移籍元チーム、移籍先チーム、両者の承諾が得られている場合には、 

原則、移籍申請を承認してください。 
※可否判断をする際、会議体を開催する必要はありません。 

4 
移籍申請書に可否結果を 
記⼊し、押印する 

移籍申請書の PBA 記⼊欄に漏れがないよう記⼊・押印する。 
※否認(不可)とする場合には、移籍理由の確認の欄に、具体的にその理由を 

明記するようにしてください。 

5 
移籍申請書をデータ化し、 
原本も保管する 

移籍申請書をスキャン(PDF ファイル化)する。 
移籍申請書の原本は PBA にてファイリングし、保管すること。 

6 申請者へ結果通知 
移籍申請者(保護者)のメールアドレスに、移籍申請書の写し(PDF データ)を 
メールで添付し、移籍の可否結果を通知する。 

7 
TeamJBA 
競技者の移籍承認作業 

移籍先チームで競技者の追加、移籍元チームで競技者の承認後、都道府県協会
にて競技者承認作業を⼊れている場合、承認作業を⾏なってください。 
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●移籍の可否判断に関する補足 

＜基本的な考え方＞ 
① U12 カテゴリーにおける移籍とは、これまで登録していたチームとは異なるチームに登録することを移籍とする。 

② U12 カテゴリーのチームに登録している、登録年度の 4 月 1 日時点で 10 歳以上の競技者が、U15 カテゴリーのチーム
に移籍する場合は適用しない。 

③ U15 カテゴリーのチームに登録している、登録年度の 4 月 1 日時点で 10 歳以上 12 歳未満の競技者が、U12 カテゴ
リーのチームに移籍する場合は適用する。 

④ U12 カテゴリーにおける移籍は、該当するプレーヤーの発達段階に鑑み、所属を転々と変えることは望ましくないとの理由
から、特別な事情(転居、人間関係等のトラブル)があれば移籍を認める。 

⑤ 年度におけるチームの変更も移籍とみなす。 
 
＜留意事項＞ 
① U12 カテゴリー移籍運用細則に基づき、移籍を認める特別な事情とは、「転居」と「人間関係等のトラブル」としており、 

トラブルとは「問題」だととらえていますので、所属チームで競技を続けるにあたって問題があると判断される場合には移籍を
認め、問題がないと判断される場合は移籍不可としてください。 

② 普及的な観点から、プレーヤーが継続してバスケットボールに携わっていけるように判断してください。 

③ 移籍を望む多くのプレーヤーは、十分に活動できない現状に困って移籍を申請しているものと考えられます。一⽅で、一部
の指導者やプレーヤー(保護者)には、強化的な考え⽅から、その時点で⼒のあるプレーヤーを集めて勝利を目指そうという
動きも⾒られます。明らかに勝利⾄上主義的な移籍申請については、特別な事情とはならないため移籍不可としてくださ
い。 

 
●U12 カテゴリー移籍手続きに関するお問い合わせ 

公益財団法人日本バスケットボール協会(JBA) アンダーカテゴリー部会 

〒112-0004 東京都文京区後楽 1-7-27 後楽⿅島ビル 6 階 

TEL：03-4415-2020 (平日 9:30〜17:30) ／ FAX：03-4415-2021 

E-mail：jba-uc@basketball.or.jp (※メールアドレスは一般へ非公開とします。) 

 



チーム
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＜都道府県協会向け＞　U12カテゴリー移籍手続きのフローチャート

移籍申請者 移籍元チームの 移籍元チームの

(申請する競技者の保護者) 都道府県協会 移籍承認者 都道府県協会 U12部会

移籍理由の確認

情報共有

判定

聞き取り調査

(移籍元チームも含む)

承認 否認

申請者に結果通知送付

移籍申請書の作成 （＊

移籍申請書を受理移籍申請書の送付

結果

情報共有結果通知受理

継続登録

【TeamJBA手続き】

移籍先チームで

【TeamJBA手続き】

移籍元チームで

登録（移籍）

移籍を希望する

聞き取り調査

※会議体の開催は不要

移籍元チームと

移籍先チームへ

【TeamJBA手続き】

【TeamJBA手続き】

都道府県協会で

※移籍元と移籍先チームの

都道府県が異なる場合

U12部会長へ情報共有

※移籍元と移籍先チームの

都道府県が異なる場合

U12部会長へ情報共有

※移籍元と移籍先チームの

都道府県が異なる場合

移籍先チームの

都道府県協会へ情報共有



　　　　　 承認作業が入りますので、登録担当者と連携を取ってご対応ください。

（＊1）移籍元(所属)チームが所属選手の移籍を承諾すべきであるにもかかわらず、これを行わない場合は、申請者より都道府県協会へ申し出がある場合があります。

　　　　　 その場合には、移籍元チームへ聞き取り調査をお願いいたします。

（＊2）TeamJBA(会員登録管理システム)にて、競技者の個人承認作業をつけている都道府県協会については、都道府県協会の承認作業が入りますので、

　　　　　 登録担当者と連携を取ってご対応ください。

（＊3）年度内、既に登録料を収めている場合、所属都道府県に変更がなければ、再度登録料の徴収はありません。



メンバーID 生年月日

電話番号 E-mail

在籍期間 ～

受理日

在籍期間 移籍回数

移籍理由の確認

㊞

※本申請書に記入いただいた個人情報は、U12カテゴリーの登録（移籍）に対してのみ利用いたします。

上記の者の申請について、移籍を　「　　承認　　・　否認　　」　いたします。 2019年4月5日

（一社）東京都バスケットボール協会　　競技会委員長 東京　太郎

所在地
〒　563　－　0022

大阪府大阪市池田市旭丘■-▽-◇

＜都道府県協会　記入欄＞

2019年3月29日

2017年12月　　　～　　　　2019年3月 1回目

U12カテゴリー移籍運用細則の第4条1．転居によるものと確認済み。

チームID Ｔ987654321 代表者名
オオサカ　ジロウ

㊞
大阪　二郎

●移籍先チーム承諾書

チーム名
イケダミニバスケットボールクラブ

（　　男　　・　　女　　）
池田ミニバスケットボールクラブ

上記の競技者について、当チームへの登録（移籍）を承諾いたします。

●移籍元チーム承諾書

チーム名
ブンキョウクリツダイイチショウガッコウミニバスケットボールクラブ

（　　男　　・　　女　　）
文京区立第一小学校ミニバスケットボールクラブ

チームID Ｔ1234567891 代表者名
ブンキョウ　イチロウ

㊞
文京　一郎

所在地
〒　112　－　0012

東京都文京区大塚○-×-▲

500000001 2009年　1月　1日　（　10歳　）

住所
〒　112　－　0004

東京都文京区後楽1-7-27　後楽鹿島ビル6階

03-4415-2020 ＸＸＸXX@basketball.or.jp

2017年12月 2019年3月

移籍理由

※具体的にご記入ください。

父親の転勤により大阪府に転居するため、転校先の小学校にあるミニバスケットボールチームに移籍した
い。

●申請者情報

競技者氏名

ニホン　タロウ

保護者名

ニホン　ハナコ

㊞
日本　太郎 日本　花子

申請日：　2019年3月27日

【記入例】　U12カテゴリー移籍申請書

U12カテゴリー移籍運用細則に基づき、下記の競技者の登録（移籍）を申請いたします。

日
本

文
京

大
阪

東
京


