
事　　　業　　　内　　　容 日　　　程 会　　　　　場 備　　　　　考

４級認定講習会 4月3日 刈谷市産業振興センター小ホール 主管：西三河

4月9日 江南市民文化会館 主管：西尾張

4月23日 アイプラザ半田 主管：知多

4月23日 春日井総合体育館 主管：東尾張

4月30日 東浦町文化センター 主管：4種

5月8日 熱田高校 主管：2種

5月13日 スカイホール豊田 主管：大学

5月21日 アイプラザ半田 主管：知多

5月22日 豊川市勤労福祉会館　視聴覚室 主管：東三河

6月4日 豊明市文化会館　小ホール 主管：3種

6月5日 尾張旭市渋川福祉センター 主管：東尾張

6月11日 刈谷市産業振興センター小ホール 主管：西三河

6月26日 笠寺ガイシフォーラム　第1・2研修室 主管：名古屋

6月26日 名古屋学院大学白鳥キャンパス翼館302講義室 主管：女子

7月2日 春日井総合体育館　大会議室 主管：東尾張

7月3日 大同大学大同高校 主管：２種

7月10日 愛知学院大学けやきテラス3Fホール 主管：大学

7月10日 江南市民文化会館 主管：西尾張

7月18日 笠寺ガイシフォーラム　第1・2研修室 主管：名古屋

7月23日 豊川市勤労福祉会館大研修センター 主管：２種

7月25日 岡崎城西高校 主管：２種

7月28日 アイプラザ半田 主管：２種

7月30日 滝高校 主管：２種

8月17日 愛知工業大学名電高校 主管：２種

8月24日 名古屋高校 主管：２種

8月25日 名古屋経済大学附属高蔵高校 主管：２種

9月11日 名古屋港湾会館 主管：１種（社会人）

3月5日 瀬戸市文化センター文化交流館 主管：４種

3月5日 大同大学大同高校 主管：２種

3月12日 笠寺ガイシフォーラム　第1・2研修室 主管：名古屋

3月20日 豊川文化会館　大会議室 主管：東三河地区

審判員更新講習会 2月に4回 名古屋市公会堂　他 主催：地区種別部

レフェリー勉強会①～③ 年3回開催 名古屋市国際センター　他 主催：地区種別部

３級昇級講習会 5月8日 愛知学院大学 主催：指導育成部

8月7日 愛知学院大学 ↓

飛騨古川フレッシュスクール 5月3日～5日 飛騨古川ふれあいG ↓

愛知フレッシュマンスクール 8月4日、5日 岐阜市島西Ｇ ↓

8月9日～11日 柳川瀬G ↓

審判員養成スクール 4月～3月 愛知県内 ↓

レフェリースクール① 7/16、27、30 愛知県内各地 主催：強化部

レフェリースクール② １/21、22 愛知県内各地 ↓

レフェリーアカデミー 年間 愛知県内各地 ↓

審判派遣 年間 愛知県内各地 ↓

女子審判指導 通年 愛知県内各地 主催：女子部

女子審判トレセン 5/21、9/18、12/11 5/21大府，9/18豊田，12/11刈谷 ↓

女子審判員普及育成研修会 7/22, 9/2 ウィングアリーナ刈谷 ↓

女子審判派遣 8月9日 静岡県（藤枝順心高校） ↓

３級インストラクター認定講習会 6月12日 刈谷市産業振興センター 主催：インストラクター部

インストラクター研修会① 6月5日 刈谷市中央生涯学習センター ↓

インストラクター研修会② 10月15日 刈谷市産業振興センター ↓

インストラクター研修会③ 10月22日 県協会 ↓

インストラクター研修会④ 11月6日 中京大学豊田キャンパス他 ↓

インストラクター研修会④ 1月21日～22日 刈谷市北部生涯学習センター ↓
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３級インストラクター更新講習会① 2月18日 刈谷市中央生涯学習センター ↓

３級インストラクター更新講習会② 2月19日 刈谷市中央生涯学習センター ↓

２級インストラクター更新講習会① 2月18日 刈谷市中央生涯学習センター ↓

２級インストラクター更新講習会② 2月19日 刈谷市中央生涯学習センター ↓

審判アセッサー派遣 年間 愛知県各地 ↓

研修会等インストラクター派遣 年間 愛知県各地 ↓

フットサル４級認定講習会 4月17日 岩倉市総合体育文化センター 主催：フットサル部

5月21日 豊田市保見交流館 ↓

7月2日 天白スポーツセンター ↓

8月6日 守山スポーツセンター ↓

フットサル更新講習会 11月19日 豊田市福祉センター ↓

12月3日 岩倉市総合体育文化センター ↓

フットサル３級インストラクター認定講習会 6月12日 千種スポーツセンター ↓

フットサル３級インストラクター更新講習会 10月15日 守山スポーツセンター ↓

フットサルレフェリースクール① 5月14日 千種スポーツセンター ↓

フットサルレフェリースクール② 7月23日 豊田市浄水交流館 ↓

フットサルレフェリースクール③ 11月5日 刈谷市体育館 ↓

フットサルレフェリースクール④ 3月11日 豊田市浄水交流館 ↓

フットサル３級審判員昇級試験 5月21日 豊田市保見交流館 ↓

11月12日 千種スポーツセンター ↓

ビーチサッカー審判講習会 1月9日 守山スポーツセンター ↓

フットサル帯同審判員合同研修会 1月9日 守山スポーツセンター ↓

審判委員会 年間5回 刈谷市中央生涯学習センター 主催：県

審判委員会（拡大） 4,6,,10,12,2月 刈谷市中央生涯学習センター ↓

総務部会 4,6,,10,12,2月 刈谷市中央生涯学習センター 主催：総務部

審判割り当て会議 毎月第1週目 愛知県内 主催：強化部

強化部会 4,6,,10,12,2月 刈谷市中央生涯学習センター他 ↓

インストラクター部会 4,6,,10,12,2月 刈谷市中央生涯学習センター他 主催：インストラクター部

指導育成部会 4,6,,10,12,2月 刈谷市中央生涯学習センター他 主催：指導育成部

女子部会 4,6,,10,12,2月 刈谷市中央生涯学習センター他 主催：女子部

フットサル部 4,6,,10,12,2月 刈谷市中央生涯学習センター他 主催：フットサル部

地区種別部会 4,6,,10,12,2月 刈谷市中央生涯学習センター他 主催：地区種別部

審判員総会 4月24日 刈谷総合文化センター501～503会議室 主催：県


