公益財団法人日本卓球協会

2019 年度全国審判研修会

２０１９年 2 月１日
各加盟団体理事長 殿
公益財団法人 日本卓球協会
ルール・審 判 委 員 会
委員長 長谷川 敦司

2019 年度
全国レフェリー・上級公認審判員研修会および資格試験開催について
首題の件に関し、東京・大阪の２会場におきまして下記の通り全国研修会を開催致します。貴所属の更新対象者
にご連絡いただき、参加申込みされますようご配慮の程お願い申し上げます。
レフェリー試験については東京・大阪会場に加え、東京・大阪以外に全国で２会場設置予定です。レフェリー資格
試験の受験を希望される方は、希望受験会場の優先順位をつけてご記入お願い致します。受験人数の多い２会場
を試験会場として設定させていただきますが、各会場の受験希望者が２名以下の場合は、試験会場の設置を見合
わせさせていただきますので予めご了承いただきますようお願い致します。
更新研修は資格により内容および時間が異なりますのでご注意下さい。会場は東京・大阪の２会場から選択して
お申込み下さい。基本的に更新者のみとなります。9 ブロック研修会にて聴講可能です。
東京会場のみ前日の土曜日にレフェリー・上級資格の研修を行います。各ブロックで開始開催しているレフェリー・
上級審判一体型の研修会です。土曜日もご選択いただけますので、ご都合に合わせてご選択ください。
各ブロックで開催されるレフェリー・上級公認審判研修会では、「公認レフェリー資格試験」は実施していないため、
「公認レフェリー資格試験」受験希望者はこの期にお申込み下さいますようご案内申し上げます。
記

（１） 申込方法 ：
Ａ：受験者

別紙審査申請書を事前に提出してください。受験当日の申込みはできません。
なお、受験料は当日会場にて納入して下さい。
受験申請書は市区町村ではなく加盟団体（都道府県）が捺印した原本を送付して下さい。

Ｂ：更新者

加盟団体で更新希望者を一括し、受講料・更新料を添えて申込み下さい。（E-mail 可）

（２） 受 験 料 ：￥２，０００－

（公認レフェリー、上級公認審判員 共に ２，０００円）

（３） 受 講 料 ：￥２，０００－ （公認レフェリー・上級公認審判員は１日 ２，０００円）
（４） 更 新 料 ：公認レフェリー ⇒ ￥１０，０００ （平成 28 年度資格取得者あるいは更新した者）
上級公認審判

⇒

￥6，０００ （

〃

〃

）

＊上級審判の３年に１度の更新において、更新初年度が H３０年度以降の場合のみ 6,000 円。
＊上記以外にあたる更新初年度が H29 年度以前の場合は、8,000 円となります。
国際審判員
（５） 申込締切： 受験者・更新者

⇒

￥５，０００ （ 上記更新料にプラスして納入 ）

２０１９年 4 月 15 日（月）必着 （本会事務局）

申込みは必ず加盟団体で取りまとめ、期限までに提出してください。
更新者も更新記録などの照会がありますので期限を必ずお守り下さい。
（６） 持 ち 物 ：審判手帳、筆記用具、審判法、ルールブック（最新版）
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（７） 注意事項
A)

上級公認審判及び公認レフェリー受験について
①

受験希望者に対しては、予め本会に提出された審査申請書記載内容について書類審査を実施して、その
結果を加盟団体理事長宛にご連絡致します。

②

書類審査合格者のみが、筆記試験を受けることができます。

③

受験希望者で所定の更新手続きが済んでいない方は、受験できません。

④

公認レフェリーを受験される方で上級の更新手続きを全国研修会で行う方は、東京会場または大阪会場
をお選び下さい。東京・大阪会場では、19 日の午前中に更新を済ませ 19 日の午後に受験いただく流れと
なります。東京会場では 18 日に更新を済ませ、19 日の午後に受験も選択できます。

B)

当日の欠席者について
更新料を納入しても、研修会当日に欠席された場合には、更新手続の受付を無効と致します。必ず研修
会にご出席下さい。

C)

資格により講習内容が異なります
①

上級公認審判員の方は、午後のレフェリーの講習会へは座席に余裕がある場合のみ可となります
その判断は締切後に確定しますので申し込まれた方全員が受講可能になるとは限りません。

②

公認レフェリーの更新者で、審判活動も行う方は、午前中に開催される「上級審判講習会」にもご参加くだ
さい。午前中に参加を予定されている方は、午前の上級申込みを必ず行って下さい。追加費用は発生し
ません。

③
D)

18 日（土）の東京会場ではブロック研修スタイルの【レフェリー・上級審判共通一体型研修】となります。

聴講のみの受講について
会場の都合により、更新者を優先とさせていただいていますが、7 年前より加盟団体を代表されて 1 名の方が
聴講可能となります。加盟団体代表の方も受講料が 2000 円かかります。合わせて納入ください。
加盟団体代表以外の方は、2019 年度各ブロックにて開催される研修会にて聴講が可能です。

E)

各会場について
休憩中は、研修室内で飲食が可能です。会場周辺に売店（コンビニ等）・飲食店がありませんのでご注意下さ
い。とくに東京の会場は椅子が木製で固いため、座布団等の持参することをおすすめします。
東京と大阪会場には駐車場はございません。公共交通機関または近隣有料駐車場等をご利用下さい。
持ち込みされたゴミは、必ずお持ち帰りをお願いします。また、他の施設への入室は固くお断りします。

（８） 申込み・問合わせ先
〒１５０－８０５０ 東京都渋谷区神南１－１－１ 岸記念体育会館内 公益財団法人 日本卓球協会
ルール・審判委員会 宛

電話 ０３－３４８１－２３７１

ＦＡＸ ０３－３４８１－２３７３

＊受験申請書は市区町村ではなく加盟団体（都道府県）が捺印した原本を送付して下さい。
＊研修会申込みは、メールに Excel ファイル添付での申込みが可能です。
＊申込み用紙は本会指定・本年度の指定用紙をご使用下さい。
申込み用紙（公認レフェリー・上級審判資格受験申請書 及び研修会申込み書）は、 ｢Excel（エクセル）｣です。
5 つのシートがあり申請内容によってわかれています。ファイルが必要な場合はご連絡下さい。
※東京会場は、5 月 18 日（土）に同じ内容の研修会を実施していますので、どちらか１日を選んでください。
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（９） 研修会場及び試験会場

2019 年 5 月 18 日（土） ・5 月 19 日（日）

開催期日
会

① 東京会場

場

会場

② 大阪会場

ナショナルトレーニングセンター １階

大阪市中央体育館

東京都北区西が丘３－１５－１

大阪市港区田中 3-1-40

TEL ０３－５９６３－０４００（代表）

TEL

●都営地下鉄三田線「本蓮沼」徒歩１０分

●地下鉄中央線｢朝潮橋｣下車

●ＪＲ京浜東北線「赤羽」西口からバス

０６－６５７６－０８００

徒歩５分

「国立西が丘競技場北門」下車徒歩５分

○駐車場 ＊敷地内に有料駐車場はあり

※施設内の駐車場は使用厳禁です。

ますが、時間貸しとなります。

【更新者】 大研修室

【更新者】 大研修室

【更新者】

５月 18 日（土）

５月 19 日（日）

５月 19 日（日）

公認レフェリー および

上級公認審判員

上級公認審判員

受付 ９：１０～

受付 ９：１５～

講義 ９：３０～１２：３０

講義 ９：３０～１２：３０

上級公認審判員
受付 12：00～
講義 12：30～17：00

更新者

中会議室

公認レフェリー
受付 １３：００～
講義 １３：３０～１７：００

公認レフェリー
受付 1３：００～
講義 １３：３０～１７：００

＊5 月 18 日（土）の午後の研修会は、
【レフェリー・上級審判共通一体型研修】 です。途中退室は
できません

◆資格試験について

レフェリー試験
および
上級公認審判試験
５月 19 日（日）
（東京・大阪）

【受験者】 東京会場

【受験者】 大阪会場

上級公認審判員試験 研修室４

上級公認審判員試験

受付 １０：００～

（9 時半～入室可）

試験 １０：２０～１１：３５

受付 １０：００～
試験 １０：２０～１１：３５

公認レフェリー試験 研修室４
受付 １２：３０～

特別会議室

（１1 時45 分～入室可）

試験 １３：００～１６：５０

公認レフェリー試験

特別会議室

受付 １２：３０～
試験 １３：００～１６：５０

*会場住所等は更新会場と同じ

*会場住所等は更新会場と同じ

公認レフェリー資格試験のみ開催（最大２会場 設置予定）
レフェリー試験
会場
５月 19 日（日）
（東京・大阪以外）

１）北海道会場（札幌市内）

※左の７会場から最大２会場の開催となります。

２）東北会場

現時点では受験会場は確定していません。

３）北信越会場

受験申請書提出時は、希望する受験会場をご記入いただき

４）東海会場

ますようお願い致します。どの会場開催になっても、試験時間

５）中国会場

は東京・大阪会場と同時間帯となります。

６）四国会場（香川県内）

入室・受付 １２:００～ 試験 １３:００～１６：５０

７）九州会場（鹿児島市内）

＊東京・大阪以外の試験会場確定は 4 月 20 日以降の予定

以上
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