
（公財）日本ソフトボール協会第３種公認審判員認定講習会 

開 催 要 項 

 

１．主 催   宮城県ソフトボール協会 
 

２．主 管   仙台市ソフトボール協会 
 

３．期 日   平成２９年１１月１９日（日） 
 

４．会 場   仙台市立七郷中学校（教室＆校庭） 
         仙台市若林区荒井遠藤９－３（TEL:022-288-5023） 

 
５．講 師   宮城県ソフトボール協会 審判委員長 鈴木 利一 
 （認定委員）             審判委員  木村 富雄 

                     
６．時 程    ８：４５～ ９：００ 受 付（教室） 
         ９：００～ ９：１０ 開講式 
         ９：１０～１２：００ 審判員心得、ルール等の講習 
        １２：００～１３：００ 昼食・休憩 （各自対応） 
        １３：００～１５：３０ 実技講習（校庭） 
        １５：３０～      閉講式、認定手続き 

 
７．費 用   一 般 ５，５００円（受講料 3,000 円 認定料 2,500 円） 

        高校生 ３，０００円（受講料 500 円 認定料 2,500 円） 

        （※当日受付時に徴収いたします） 

 
８．申込先   〒981-3102 仙台市泉区向陽台 5丁目 11－18 

        仙台市ソフトボール協会 事務局長 杉山 伸 (FAX022-373-5944) 

              １１月５日（日）まで別紙受講申込書で申し込むこと 

 
９．服装等   運動できる服装、屋内用運動靴（雨天の場合）、筆記用具 

ルールブック、マスク等お持ちの方は持参して下さい 

 
10. 問合先   仙台市ソフトボール協会 審判長 木村 富雄 

        ＴＥＬ：022-377-0420（ＦＡＸ兼用） 携帯：090-2792-0913 



仙台市ソフトボール協会　　事務局長　　　杉山　　伸　行き  (FAX　022-373-5944 )

ふりがな 性　別

支部　

〒

※　申し込み締め切り日　11月5日(日)。

※　記載いただいた個人情報については、ソフトボール協会からの連絡以外には使用致しません。

男　　女
宮城県

受講動機を簡単に記入して下さい。 ソフトボール競技歴

　　　平成２９年　１１月　１９日　　認定講習会会場

Ｆ　Ａ　Ｘ　送　信　票

　　　　年　　　　月　　　　日　　　　満　　　　歳　

（公財）日本ソフトボール協会　第3種公認審判員認定講習会申込書

　　　第3種公認審判員認定番号　　宮城　　第　　　　　　　　　号

支部名

住所

電話

E.-mail

認　定

宮城県

氏　　名

生年月日 昭和 平成

ＦＡＸ

(登録予定）



（公財）日本ソフトボール協会第３種公認審判員認定講習会 

開 催 要 項 

 

１．主 催   宮城県ソフトボール協会 
 

２．主 管   迫町ソフトボール協会 
 

３．期 日   平成 29 年 11 月 23 日（木） 
 

４．会 場   登米市迫公民館  登米市迫町佐沼字中江 2 丁目 6-1（0220-22-7324） 
        登米市大東球場  登米市迫町佐沼字新大東 54 

 
５．講 師   宮城県ソフトボール協会 審判委員長 鈴木 利一 
 （認定委員）             審判委員  及川 初男 
                    審判委員  寺島 洋子 

 
６．時 程    ８：４５～ ９：００ 受 付（迫公民館：研修室） 
         ９：００～ ９：１０ 開講式 
         ９：１０～１２：００ 審判員心得、ルール等の講習 
        １２：００～１３：００ 昼食・休憩 （各自対応） 
        １３：００～１５：３０ 実技講習（大東球場） 
        １５：３０～      閉講式、認定手続き 

 
７．費 用   一 般 ５，５００円（受講料 3,000 円 認定料 2,500 円） 

        高校生 ３，０００円（受講料 500 円 認定料 2,500 円） 

        （※当日受付時に徴収いたします） 

 
８．申込先   〒987-0511 登米市迫町佐沼字錦 104 

        迫町ソフトボール協会 事務局長 太田 博 (FAX 0220-22-3316) 

              11 月 19 日（日）まで別紙受講申込書で申し込むこと 

 
９．服装等   運動できる服装、屋内用運動靴（雨天の場合）、筆記用具 

ルールブック、マスク等お持ちの方は持参して下さい 

 
10. 問合先   迫町ソフトボール協会 事務局長 太田 博 

        ＴＥＬ：0220-22-3316（ＦＡＸ兼用） 携帯：090-2793-5919 



迫町ソフトボール協会　　事務局長　　　太田　博　行き  (FAX　0220-22-3316 )

ふりがな 性　別

支部　

〒

※　申し込み締め切り日　１１月19日(日)。

※　記載いただいた個人情報については、ソフトボール協会からの連絡以外には使用致しません。

Ｆ　Ａ　Ｘ　送　信　票

　　　　年　　　　月　　　　日　　　　満　　　　歳　

（公財）日本ソフトボール協会　第3種公認審判員認定講習会申込書

　　　第3種公認審判員認定番号　　宮城　　第　　　　　　　　　号

支部名

住所

電話

E.-mail

認　定

宮城県

氏　　名

生年月日 昭和 平成

ＦＡＸ

(登録予定）

男　　女
宮城県

受講動機を簡単に記入して下さい。 ソフトボール競技歴

　　　平成２９年　11月　23日　　認定講習会会場



（公財）日本ソフトボール協会第３種公認審判員認定講習会 

開 催 要 項 

 

１．主 催   宮城県ソフトボール協会 
 

２．主 管   仙南ソフトボール協会 
 

３．期 日   平成２９年１２月１０日（日） 
 

４．会 場   岩沼市中央公民館   岩沼市里の杜１丁目２－４５ (0223-23-3450) 
        岩沼市多目的グランド 岩沼市里の杜１丁目１１５－１ 

 
５．講 師   宮城県ソフトボール協会 審判委員長 鈴木 利一 
 （認定委員）             審判委員  渡辺 卓夫 

                     
６．時 程    ８：４５～ ９：００ 受 付（教室） 
         ９：００～ ９：１０ 開講式 
         ９：１０～１２：００ 審判員心得、ルール等の講習 
        １２：００～１３：００ 昼食・休憩 （各自対応） 
        １３：００～１５：３０ 実技講習（校庭） 
        １５：３０～      閉講式、認定手続き 

 
７．費 用   一 般 ５，５００円（受講料 3,000 円 認定料 2,500 円） 

        高校生 ３，０００円（受講料 500 円 認定料 2,500 円） 

        （※当日受付時に徴収いたします） 

 
８．申込先   〒989-1224 柴田郡大河原町金ケ瀬字台部 28－18 

        仙南ソフトボール協会 事務局長 石倉 修 (FAX0224-86-3382) 

              １１月２６日（日）まで別紙受講申込書で申し込むこと 

 
９．服装等   運動できる服装、屋内用運動靴（雨天の場合）、筆記用具 

ルールブック、マスク等お持ちの方は持参して下さい 

 
10. 問合先   仙南ソフトボール協会 事務局長 石倉 修 

        ＴＥＬ：0224-86-3382（ＦＡＸ兼用） 携帯：080-5227-5285 



仙南ソフトボール協会　　事務局長　　　石倉　　修　行き  (FAX　0224-86-3382 )

ふりがな 性　別

支部　

〒

※　申し込み締め切り日　１１月２６日(日)。

※　記載いただいた個人情報については、ソフトボール協会からの連絡以外には使用致しません。

男　　女
宮城県

受講動機を簡単に記入して下さい。 ソフトボール競技歴

　　　平成２９年　１２月　１０日　　認定講習会会場

Ｆ　Ａ　Ｘ　送　信　票

　　　　年　　　　月　　　　日　　　　満　　　　歳　

（公財）日本ソフトボール協会　第3種公認審判員認定講習会申込書

　　　第3種公認審判員認定番号　　宮城　　第　　　　　　　　　号

支部名

住所

電話

E.-mail

認　定

宮城県

氏　　名

生年月日 昭和 平成

ＦＡＸ

(登録予定）


