
２ 日 ソ 連 発 第 １ ４ ７ 号 

令和   2 年  １１月４日 

加盟団体会長  

（公財）日本ソフトテニス連盟 

会  長     安 道  光 二 

( 公 印 省 略 ) 

 

令和 2年度 1級審判員研修会について（ご案内） 

 

 標題について、下記のとおり実施いたしますので、貴連盟関係者の参加につきましてご協力をいただ

きたくお願い申し上げます。（※開催期日順に記載） 

 

 

 

 

記 

【九州】 

日時 令和 3(2021)年 1月 24日（日）≪8時 30分受付開始≫ 

会場 博多の森テニス競技場  住所：福岡市博多区東平尾公園 2-1-2 TEL: 092-611-1544 

最寄駅 

アクセス 

福岡市地下鉄：福岡空港駅 

詳細は「博多の森テニス競技場」のホームページでご確認ください。 

主管 福岡県連盟 担当者 高井 英生 

申込み 所定の日本連盟ホームページ掲載の「公認審判員制度用紙」（別表 2）により、 

令和 2年 12月 20日（日）までに、（公財）日本ソフトテニス連盟事務局宛 

 

 

 

【中国】 

日時 令和 3(2021)年 1月 24日（日）≪8時 30 分受付開始≫ 

会場 周南市学び交流プラザ 住所〒746-0016山口県周南市中央町４－１０ TEL0834-63-1188 

最寄駅 

アクセス 

JR山陽本線 新南陽駅 徒歩６分 

詳細は「周南市学び交流プラザ」のホームページでご確認ください。 

主管 山口県連盟 担当者 奥住 正信 

申込み 所定の日本連盟ホームページ掲載の「公認審判員制度用紙」（別表 2）により、 

令和元年 12月 20 日（日）までに、（公財）日本ソフトテニス連盟事務局宛 

 

 

 



 

【四国】 

日時 令和 3(2021)年 1月 31日（日）≪8時 30 分受付開始≫ 

会場 徳島市Ｂ＆Ｇ海洋センター 住所：徳島市論田町中開４７番地２ TEL 088-662-4535 

最寄駅 

アクセス 

JR徳島駅より徳島バス大神子線 大江橋バス停下車徒歩 10分 

詳細は「徳島市Ｂ＆Ｇ海洋センター」のホームページでご確認ください。 

 

主管 徳島県連盟 担当者 毛利 喜信 

申込み 所定の日本連盟ホームページ掲載の「公認審判員制度用紙」（別表 2）により、 

令和元年 12月 27 日（日）までに、（公財）日本ソフトテニス連盟事務局宛 

 

 

 

 

【北信越】 

日時 令和 3(2021)年 2月 7 日（日）≪8時 30分受付開始≫ 

会場 富山県西部体育センター  住所：富山県砺波市柳瀬 241  TEL 0763-33-3412 

最寄駅 

アクセス 

JR城端線砺波駅バスにて約 17分 北陸自動車道 高岡砺波スマートインターより車で約 5 分 

詳細は「富山県西部体育センター」のホームページでご確認ください。 

 

主管 富山県連盟 担当者 高辻 則夫 

申込み 所定の日本連盟ホームページ掲載の「公認審判員制度用紙」（別表 2）により、 

令和 2年 1月 4 日（月）までに、（公財）日本ソフトテニス連盟事務局宛 

 

 

 

【東北】 

日時 令和 3(2021)年 2月 11 日（木・祝）≪8時 30分受付開始≫ 

会場 マエダアリーナ「サブアリーナ・研修室」住所：青森市宮田字高瀬 22-2 TEL 017-737-0601 

最寄駅 

アクセス 

青い森鉄道 野内駅 よりタクシー１０分 

詳細は「マエダアリーナ」のホームページでご確認ください。 

 

主管 青森県連盟 担当者 新保 俊彦 

申込み 所定の日本連盟ホームページ掲載の「公認審判員制度用紙」（別表 2）により 

令和 2年 1月 8 日（金）までに、（公財）日本ソフトテニス連盟事務局宛 

 

 

 



【東海】 

日時 令和 3(2021)年 2月 21日（日）≪8時 30 分受付開始≫ 

会場 三重県鈴鹿市立江島体育館 (AGF鈴鹿体育館) 

 住所：鈴鹿市江島台 1 丁目１－１ TEL 0593-87-6006 

最寄駅 

アクセス 

近鉄「白子」駅より徒歩１５分 

詳細は「AGF鈴鹿体育館」のホームページでご確認ください。 

 

主管 三重県連盟 担当者 天野 晴夫 

申込み 所定の日本連盟ホームページ掲載の「公認審判員制度用紙」（別表 2）により、 

令和 2年 1月 17日（日）までに、（公財）日本ソフトテニス連盟事務局宛 

 

 

 

【関東】 

日時 令和 3(2021)年 2月 23日（祝・火曜）≪8時 30分受付開始≫ 

会場 大和（やまと）スポーツセンター体育館・会議室 

住所：神奈川県大和市上草柳一丁目 1番 1号 TEL：046-261-6200  

最寄駅 

アクセス 

小田急線、または相模鉄道「大和」駅より徒歩 7分  

詳細は「大和スポーツセンター」のホームページでご確認ください。 

 

主管 神奈川県連盟 担当者 君塚 亮一 

申込み 所定の日本連盟ホームページ掲載の「公認審判員制度用紙」（別表 2）により、 

令和 3年 1月 2４日（日）までに、（公財）日本ソフトテニス連盟事務局宛 

 

 

 

【近畿】 

日時 令和 3(2021)年 2月 27日（土）≪8時 30 分受付開始≫ 

会場 和歌山県立体育館 住所：和歌山市中之島２２３８番地 TEL073-422-4108 

最寄駅 

アクセス 

JR和歌山駅 より徒歩１５分から２０分 

詳細は「和歌山県立体育館」のホームページでご確認ください。 

 

主管 和歌山県連盟 担当者 除田 雅之 

申込み 所定の日本連盟ホームページ掲載の「公認審判員制度用紙」（別表 2）により、 

令和 2年 1月 24日（日）までに、（公財）日本ソフトテニス連盟事務局宛 

 

 

以上 



１級審判員研修会の県内締め切り日

九州地区 県内締め切り日 12/18（金）

中国地区 県内締め切り日 12/18（金）

四国地区 県内締め切り日 12/25（金）

北信越地区 県内締め切り日 12/29（火）

東北地区 県内締め切り日 R３.１/5（火）

東海地区 県内締め切り日  1/15（金）

関東地区 県内締め切り日  1/22（金）

近畿地区 県内締め切り日  1/22（金）

参加希望者は会員登録を行ってから別紙申し込みに記入の上下記担当者に
申し込みして下さい。日本ソフトテニス連盟には担当者がとりまとめの上
申し込みます。

記
岡山県ソフトテニス連盟

審判委員会

佐藤 敬治

Sakurabancho-s@agate.plala.or.jpa

090-7996-1485


