
 

 

２０２１年度(一社)千葉県水泳連盟水球競技公認審判員･指導者講習会 

 

 

１. 主  催  (一社)千葉県水泳連盟 

２. 期  日  ２０２１年４月２５日（日） 

３. 会  場  習志野市茜浜２－３－３ 

         千葉県国際総合水泳場 会議室およびメインプール 

４. 趣  旨  １）千葉県水球競技公認審判員の技能レベル向上と審判員養成 

         ２）審判員および指導者に対する、ルール改正点と水球情報伝達 

         ３）水球競技役員の養成 

５. 日  程  受 付    ８：４５～ 

         講 習 Ⅰ  ９：００～１１：４５ 

         昼 食   

         講 習  Ⅱ  １３：１５～１５：４５ 

         終了予定  １６：００ 

６. 講  師   （公財）日本水泳連盟、(一社)千葉県水泳連盟水球競技担当者 

７. 参加資格  １）（公財）日本水泳連盟公認競技役員及び水球競技公認審判員資格取得希望者 

                        および更新予定者(受講必須) 

         ２）公認競技役員及び水球競技公認審判員資格所持者 

         ３）(公財)日本水泳連盟水球団体登録責任者および指導者 

８. 受講料等  上記１）の対象者・・印鑑と下記を準備すること 

         ①競技役員申請･更新料 4,000円（テキスト・資料代含む） 

          ※４.５㎝×３.５㎝の顔写真（正面・無背景･パスポートサイズ） 

         ②水球審判申請・更新料 4,000円 

※３.５㎝×２.５㎝の顔写真（正面・無背景） 

        ２）、３）の対象者・・参加費 500円（資料代） 

９. 申し込み  参加資格１）に該当する者について 

電子メール・郵送・ＦＡＸ等いずれかの方法にて 

郵便番号・住所・氏名・生年月日・電話番号・職業（勤務先）を明示の上、 

下記まで申し込む。 

        〆切 ２０２１年４月２日（金）  担当者：南部 健（ナンブタケシ）宛 

        〒260-0003千葉市中央区鶴沢町22-42  ℡&Fax：043-225-0208               

  Mail ：nanbu1126@jcom.zaq.ne.jp 

             問い合わせ：上記担当者まで   携帯℡090-2913-1335 

10. その他   審判・競技役員の実務ができる服装を用意する。 

                   昼食は各自用意して下さい。 

        ＊当日講習Ⅰ終了後、千葉県水泳連盟水球関係者総会を行う。(参加自由) 
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22002211年年度度((一一社社))千千葉葉県県水水泳泳連連盟盟  

アアーーテティィスステティィッッククススイイミミンンググ競競技技役役員員研研修修会会  

 

１．主 催 (一社)千葉県水泳連盟 

２．主 管 (一社)千葉県水泳連盟アーティスティックスイミング委員会 

３．期 日 2021年５月 16日(日) 

  9：30～13：00 (受付 9：15～) 

４．会 場 千葉県国際総合水泳場 会議室 

  習志野市茜浜 2-3-3 

５．講 師 (一社)千葉県水泳連盟アーティスティックスイミング委員会担当者 

６．申 込 規 定 ①参加資格 

  ○県内在住の満 18歳以上の男女 

  ○(公財)日本水泳連盟公認競技役員資格更新者 

 ②受 講 料 

  3,000円 (資料代含む) 

 ③申 込 先 

  アーティスティックスイミング委員会  小野 彩子 

  E-mail：ayako_228080@jcom.zaq.ne.jp 

 ④申込締切 

  2021年４月 16日(火) 

７．そ の 他 ①筆記用具・電卓(スマートフォン不可)・「アーティスティックスイミ

ング競技規則(2018年)」をご持参下さい。 

 ②新規および更新の方は、登録料 4,000 円・写真(縦 4.5cm×横 3.5cm)

をご持参下さい。 

 ③「アーティスティックスイミング競技規則(2018 年)」を購入希望の

方は、申込時にご連絡ください。(1冊 1,000円) 
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２０２１年度 (一社)千葉県水泳連盟公認競技役員・競泳公認審判員講習会 

 新型コロナ感染防止の観点からⅠ新規取得の方 Ⅱ今年度更新の方 Ⅲ中体連・高体連の方 に分散して 
実施します。 
ⅠⅠ．．ⅡⅡ．．ⅢⅢ  のの方方のの申申  込込  みみ  
    ①①方方法法  千千葉葉県県水水泳泳連連盟盟ホホーームムペペーージジよよりり書書式式ををダダウウンンロローードドししてて、、メメーールルかかＦＦＡＡＸＸでで申申込込むむ                    
  ②②申申込込みみ先先メメーールルととＦＦＡＡＸＸ    ccaassff@@jjccoomm..zzaaqq..nnee..jjpp      ＦＦＡＡＸＸ  ００４４７７－－７７６６７７－－５５１１６６６６    

    ③③締締切切日日  令令和和３３年年５５月月２２４４日日((月月))必必着着  
ⅠⅠ  新新規規取取得得のの方方  
１．期  日  令和３年５月２９日(土) 

２．会  場  千葉県国際総合水泳場南入口 習志野市茜浜２－３－３ (ＪＲ京葉線新習志野駅前) 

３．日  程  受  付 午前 ９時３０分～ 

         午前の部 午前１０時～午後１２時 

         午後の部 午後 １時～午後３時３０分   

４．講  師  (一社)千葉県水泳連盟競技委員 

５．受講資格  千葉県内在住の満１８才以上の男女 定員４０名 

６．そ の 他  ①筆記用具をご持参ください。 

         ②当日、申請に必要な物 

          （ア）カラー写真(パスポートサイズ、横３.５☓縦４.５ １枚) 

(イ) 受講料３,０００円 登録料(Ｃ級８,０００円) 

(ウ)返信用定形封筒(長３)に申請者の住所・氏名を記入して、８４円切手を貼ったもの。 

ⅡⅡ  今今年年度度更更新新のの方方  

Ｂ級・Ｃ級資格を持っている者は、４年に１回以上の研修会に参加しなければ公認競技役

員、公認審判員資格の更新はできない。 

※本年度の更新該当者は、有効期限２０２１年３月３１日のカードをお持ちの方です。 

１．期  日  次の指定した大会に１日必ず出席して受講してください。競技役員の服装をお願いします。 

（ア）５月９日（日）千葉県水泳連盟公認水泳競技大会 

（イ）５月１６日（日）．２２（土）．２３（日）千葉県春季水泳競技大会 

集合 午前 ９時    午前の部 講義・実技 

            午後の部 実技 

２．会  場  千葉県国際総合水泳場南入口 習志野市茜浜２－３－３ (ＪＲ京葉線新習志野駅前) 

２．そ の 他  ①筆記用具をご持参ください。 

 ②当日、申請に必要な物 

（ア）カラー写真(パスポートサイズ、横３.５☓縦４.５ １枚) 

 (イ) 受講料３,０００円 登録料(Ｃ級８,０００円 Ｂ級１０，０００円) 

 (ウ) 返信用定形封筒(長３)に申請者の住所・氏名を記入して、８４円切手を貼ったもの 

 

ⅢⅢ  中中体体連連・・高高体体連連のの方方      

              今年度全国中学校水泳大会、来年度関東高等学校水泳大会が千葉県で開催されます。競技役員

希望の方は小中体連水泳専門部 高等学校水泳専門部にお問い合わせください。 
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ⅢⅢ  中中体体連連・・高高体体連連のの方方      

              今年度全国中学校水泳大会、来年度関東高等学校水泳大会が千葉県で開催されます。競技役員

希望の方は小中体連水泳専門部 高等学校水泳専門部にお問い合わせください。 

　　202１年度（一社）千葉県水泳連盟競泳公認審判申込書

いずれかの方法で、申込書を送ってください。締締切切：：５５月月２２４４日日（（月月））必必着着厳厳守守

メメーールル：： ccaassff@@jjccoomm..zzaaqq..nnee..jjpp

フフリリガガナナ

生生 年年 月月日日西西暦暦 年年 月月 日日

〒〒

該該当当すするるもも
ののにに〇〇印印をを

更更新新者者大大会会参参
加加希希望望日日

ＢＢ級級をを希希望望すするる方方はは証証印印がが押押さされれたた役役員員手手帳帳ののココピピーーをを必必ずず提提出出ししててくくだだささいい。。

※※　　ＡＡ級級はは（（公公財財））日日本本水水泳泳連連盟盟のの審審査査がが必必要要ととななりりまますす。。

　　　　  ＢＢ級級はは（（一一社社））千千葉葉県県水水泳泳連連盟盟ににてて審審査査しし、、日日水水連連ににてて適適格格とと認認めめらられれたた者者。。

連連絡絡事事項項

※※ななおおごご記記入入いいたただだききままししたた、、住住所所電電話話番番号号ににつつききままししててはは、、競競技技役役員員講講習習会会のの案案内内、、及及びび

各各大大会会のの競競技技役役員員･･審審判判依依頼頼、、派派遣遣文文書書等等のの発発送送ににののみみ使使いい、、そそのの他他のの目目的的のの為為ににはは一一切切

使使用用いいたたししまませせんん。。

ＦＦＡＡＸＸ：：　　　　　　００４４７７－－７７６６７７－－５５１１６６６６

いいずずれれかかにに〇〇印印をを　　　　５５月月９９日日　　５５月月１１６６日日　　５５月月２２２２日日　　５５月月２２３３日日

注１　更新の方は有効期限が２０２１年３月３１日までのカードをお持ちの方です。

氏氏 名名

　　新新規規　　　　　　更更新新（（現現在在のの資資格格　　　　BB級級　　・・　　CC級級））　　　　　　　　

自自宅宅住住所所

連連絡絡先先ＴＴＥＥＬＬ

　　ＣＣ級級かかららＢＢ級級をを希希望望のの方方はは〇〇ををししててくくだだささいい。。
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