
3級公認審判員資格審査検定会のお知らせ

別紙の通り、検定会情報を掲載します。

下記条件の方は、申し込み出来ますので、お問い合わせください。

・北区協会から日本バドミントン協会登録を行つている者

審判員資格を取得したい方、北区バドミントン協会理事長 渡邊までご連絡願います。

平成31年 5月 12日 検定会は

申し込み締め切り 平成31年4月 15日 (月 )
(定員になり次第、締め切られるので、早めの申し込みをお願いします。)

平成31年6月 2日 検定会は

申 し 込 み 締 め 切 り   平 成 31年 5月 11日 (土 )

(定員になり次第、締め切られるので、早めの申し込みをお願いします。)

渡邊 連絡先
携帯TEL  090-4723-6627
携帯メール haro― man―w@docomo.nejp



公益財団法人 日本バ ドミン トン協会 3級公認審判員資格審査検定会

実施要項

東京都バドミントン協会 審判部

1.

2

3. 115～ 12:00(学 科)

100～ 17100(実 技 )

4.会 場

京工相模原線 「稲城駅」からバス長峰・若葉台行き「総合体育館」下車

5 検定要領  講習会 学科試験 実技試験

6.受験資格 公益財団法人 日本バ ドミントン協会登録会員であること。

金回試験は東京への移籍者・初回登録者で社会人・ シニア予選出場者を第一優先とします

旦室協会主【Ω既登録者で社会人 0シエア予選出場者を第二僣先とします^

(※ 日本協会登録が完了して番号を取得 してから申込すること。)

(上記第一優先を除き、登録中では受付いたしませんのでご注意 ください。 )

満 18歳以上の者で審判員として実技と規員Jを 十分学習した者3

東京都各支部バ ドミン トン協会長の推薦を受けた者。

7.手続き費用

吸  男」 中請 樹 登録 科 消費税 事3●
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公益財団法人日本バ ドミン トン

東京都バ ドミン トン協会

稲城市バ ドミン トン連盟

平成 31年 5月 12日 (日 )

平成 31年 5月 12日 (日 )

稲城市 稲城市体育館 会議室

稲城市 稲城市体育館 サブア

稲城市長峰 1-l TEL0 4 2-

交通 【JR線】

協会

8:45(受付開始)9
13

(学科 )

リーナ    (実 技 )

331-7151

8.納入方法

9.申込方法

10.申 込締切

11.募 集定員

12.そ の他

学科試験検定会当 日会場にて受付け致 します。

各団体に於いて申込書を取 りまとめの上、下記まで送付 してください。

T160-0023

東京都新宿区西新宿7-22-37 ストーク西新宿福星ビル401号

東京都バ ドミントン協会 審判部

TEL 03-3365-2785

平成31年 4月 25日 (本)必着の事。 丼卜与たん,
60名 (定員になり次第締め切ります)

・申込用紙が複数必要になる場合、適宜コピーし使用して下さい。

・書類に不備がある場合は、受付け致しかねます。 (所定の申込用紙未使用等)

・ 3級公認審判員資格審査は、東京都バ ドミン トン協会が指定する

公認審判員資格審査認定委員 2名 により実施する。

・バ ドミン トン競技の出来る用意をして来ること。

・筆記用具、本年度競技規則書 (当 日販売も致します。)必携の事。

・ 申込後お断 りの連絡が行かない場合は受付けられています。

日この事項を必ず受験者に渡るように 1′ てくだよい^

・他県の方は県協会を通 じて申し込んでください。



1.主 催

2。 主 管

協  力

3.日 時

4.会 場

8.納入方法

9.申込方法

10.申 込締切

11.募集定員

12,その他

公益財団法人 日本バ ドミン トン協会 3級公認審判員資格審査検定会

実施要項

東京都バドミントン協会 審判部

公益財団法人 日本バ ドミン トン協会

東京都バ ドミン トン協会

稲城市バ ドミン トン連盟

平成 31年 6メ] 2日 (日 ) 8:45
平成 31年 6月  2日 (日 )

稲城市 稲城市体育館 会議室

(受付開始)9:00～ 12:00(学 科 )

13:00-17100(実 技 )

(学科 )

(実技 )

-7151
稲城市 稲城市体育館 サブアリーナ

稲城市長峰 1-l TEL0 4 2-331
交通 【JR線】

京王相模原線 「稲城駅」からバス長峰・若葉台行き「総合体育館J下車

5。 検定要領  講習会 学科試験 実技試験

6.受験資格  公益財団法人日本バ ドミン トン協会登録会員であること。

今回試験は東京への移籍者・初回登録者で社会人 0シエア予選出場者を第一優先とtます

日本協会までの既登録者で社会人Jシニア予選出場者を第二優先としますハ

(※ 日本協会登録が完了して番号を取得してから申込すること。)

(上記第一優先を除き、登録中では受付いたしませんのでご注意ください。)

満 18歳以上の者で審判員として実技と規則を十分学習した者。

東京都各支部バ ドミントン協会長の推薦を受けた者。

7.手続き費用

徴  別 中請トト 登録料 消費税 幸務 手駆 科
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学科試験検定会当日会場にて受付け致します。

各団体に於いて申込書を取りまとめの上、下記まで送付してください。

T160-0028
東京都新宿区西新宿7-22-37 ストーク西新宿福星ビル401号

東京都バ ドミントン協会 審判部

TEL 03-3365-2785

平成 31年 5月 21日 (月 )必着の事。 jじトイ メタ

60名 (定員になり次第綺め切ります)

・申込用紙が複数必要になる場合、適宜コピーし使用して下さい。

・書類に不備がある場合は、受付け致しかねます。 (所定の申込用紙未使用等)

・ 3級公認審判員資格審査は、東京都バ ドミン トン協会が指定する

公認審判員資格審査認定委員 2名 により実施する。

・バ ドミントン競技の出来る用意をして来ること。

・筆記用具、本年度競技規則書 (当 日販売致します。)必携の事。

・申込後お断 りの連絡が行かない場合は受付けられています。
しこの要項を必ず受験者に渡るようにしてください凛
,他県の方は県協会を通 じて申し込んでくださいc


