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緒言



２０１７年６月９日 国際オリンピック委員会
で、２０２０年東京オリンピックの正式種目と
して、３人制バスケットボールが追加採用決定。

・５人制の男子・５人制の女子・３人制の男子・３人
制の女子の４種目がバスケットボール部門において正
式に実施されることが決定

研究の動機



過去の戦績①（オリンピック）

男子➡ 1964年東京オリンピックにおいて、
10 位が過去最高。

女子➡ 1976年のモントリオールオリンピックにおいて、

５ 位が過去最高。



未だ、日本は
オリンピックでメダルを
獲得したことがない



過去の戦績②（FIBAワールドカップ）

男子➡

女子➡

日本の出場は 3大会のみ

1976年以降 メダルの獲得がない

＊メダルの獲得なし

＊1975年、コロンビア大会にて準優勝



👑👑日本の世界ランキング👑👑

男子日本代表
（ユース27位）

女子日本代表
（ユース11位）

48位

13位

FIBA WORLD RANKING



👑👑日本の世界ランキング👑👑

男女総合順位 16位

FIBA WORLD RANKING



提言



私たちが改善すべきと思った3つの視点

１、競技人口

２、指導者

３、コート



１、競技人口



年度 チーム加盟数 競技者登録数

2016年 平成28年 34,218 637,249

2015年 平成27年 34,302 636,987

2014年 平成26年 34,313 632,661

2013年 平成25年 34,284 619,823

2012年 平成24年 34,154 613,784

2011年 平成23年 34,016 615,458

2010年 平成22年 34,189 616,289

2009年 平成21年 34,191 616,839

2008年 平成20年 34,068 618,255

2007年 平成19年 33,999 618,222

2006年 平成18年 33,974 612,304

2005年 平成17年 33,617 604,673

日本バスケットボール協会 登録者推移

公益財団法人 日本バスケットボール協会



１、競技人口について

日本のバスケットボールの競技人口は
年々増加傾向

依然として人口不足…

し・か・し



B.LEAGUEのCM

https://youtu.be/F-8Ip6ns7q4

https://youtu.be/F-8Ip6ns7q4


B.LEAGUEの役割
日本バスケットボールをより発展させ、
より良い未来を築くために以下の3つの使命を果たすとしてい
る。

• 世界に通用する選手やチームの輩出

• エンターテイメント性の実現

• 夢のアリーナの実現

１、競技人口について



・世界に通用する選手やチームの輩出

日々、切磋琢磨する土俵を作り世界に通用する
選手やチームを輩出することです。
それがB.LEAGUEの使命であり、日本のバス
ケットボール競技力の底上げ、
競技人口の裾野の拡大を図ります。



・エンターテイメント性の実現

B.LEAGUEでは徹底的にエンターテイメント性
を追求して参ります。
勝っても負けても試合を見に行って楽しかった。
「今日のあのプレーは良かったね」「今日のあ
の演出は良かったね」と
言っていただけるようなエンターテイメント性
を重視した演出に取り組んで参ります。



・夢のアリーナの実現
体育館ではありません。「アリーナ」です。
夢のアリーナを作り、
地域に根差したスポーツクラブになっていく、
非日常の空間を存分に楽しめる…
試合を楽しむだけではなく、スポーツを通し
て人生を楽しむことができるような環境を提
供し、
B.LEAGUEを盛り上げて参ります。



B.LEAGUEを観てもらうために

・Twitter・Facebook・InstagramなどのSNSを今
以上に活用する。

１、競技人口について



・インスタライブやラインライブなどで、

定期的に試合配信するなどを提案します。

例えば、、、



B.LEAGUE



B.LEAGUE



B.LEAGUEを観てもらうことで、
バスケットボールへの興味関心を
より高める。

興味関心が高まると将来の競技人口
の増加につながる。

１、競技人口について



２、指導者について



２、指導者について ①

指導者はその時のベストに仕上げてしまう
傾向がある

将来的にみた選手の育成が必要



２、指導者について

より身近な指導者にも、情熱と根性、経験では本格
的な指導が行える幅には限界があるということを
知ってもらう。

味の素ナショナルトレーニングセンター
など国全体で医、科学的観点から動き



２、指導者について ②

よりよい指導者を増やすために

機能解剖学や生理学などの講習会を
受ける機会を作る



２、指導者について
機能解剖学を学ぶメリット

どこの部位をトレーニングしているかイメージしやすくなる

効率よく動ける

正しいフォームが身につきやすくなる



２、指導者について ③

指導者が専門的な動きを教えることで
中学生の早い時期からいかに

健全に育成すること、スポーツ活動にお
ける競技力の向上に関わってくる



３、コートについて



３、コートについて

アメリカのように公園や住宅街にコートが少ない

つまり！

多くバスケットボールに触れ合う機会がない



３、コートについて

公園にバスケットボールのゴールの
設置を増やす！

バスケットのゴールがあることで
バスケットをしたい衝動に！

＊できれば２〜３台設置してより
多くの人に使ってもらう

私たちが考える環境作りの提言①



３、コートについて

・小中学校の体育館、グラウンド常時開放
（安全面を考えて、管理人を置く。）

私たちが考える環境作りの提言②



３、コートについて

このように・・・
• バスケットゴールを公園に増設

• 小中学校の体育館、グラウンドの常時解放

小さい頃からバスケットボールが身近にあることによって、
タレント発掘の可能性が高まり、競技力向上につながる！

この2つにより・・・



最後に・・・



日本スポーツ業界への提言
①スーパースター（タレント）の誕生。

nba.co.jp

nikkansports.com

full-count.jp

イチロー 中村俊輔
田臥勇太



日本スポーツ業界への提言
②セカンドキャリアの支援の充実。

huffingtonpost.jp soccer-king.jp



これを機に、他の日本のスポーツについても関心を持ち、

日本のスポーツを若者で盛り上げたいと思います！！



参考文献
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公益財団法人 日本バスケットボール協会 登録者推移
http://www.japanbasketball.jp/jba/data/enrollment/
公益財団法人 日本サッカー協会（JFA) データボックス
http://www.jfa.jp/about_jfa/organization/databox/player.html
総務省統計局 人口推計 －平成29年９月報－
http://www.stat.go.jp/data/jinsui/pdf/201709.pdf



ご清聴ありがとうございました。
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