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○義艶聞に基づき書類技裏の賞軍を円柵ーこ複葉する. � �� ��

看 
(1)書東榎篤の要なる南七一二よる億細腰の強震 2020年東泉オリンピックに廊ナたルールの覆轍化に対応できる競技規則の更なる習 縛と実技の向上により､僚機される競技連絡を目持す. � 剃窒ﾅI�艪ﾂｨｴX����ﾙｸﾇxﾙHﾎｨ,�+ﾒ�･内容の基いものになってきているが. ルールの共竃の電解虞が必要. ･女優農機具の陣を番えて工夫する ��ﾃ#��yD�7�,ﾙTｸ+溢�<H+x.��｢�(X6x8�985�7ﾈ�ｸ4�,ﾉ;�?ﾉXｩz��X.�,(,h��ｸ,ﾉ�)Kｸ醜,ﾈｨ胃x,ﾂ�

日本強要主催大会は､議連競技運営委員会との竃携により他農JTOを憂えて本意番 劒Y69��8ｸ�ｸ8ｸ,ﾉ�ｹ}�,ﾘ,X*ｸ+ﾘ*ｪHﾛ��ｨ,X,ﾈ暮w�,�-ﾈ+靂ｹMX*"�
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四番手書榎優賞(書掃置)の機具糠ぴ青馬 � 

若孝義糊意表重機暮春番組着登録者､漸層繊取榊着筆)を撚り強く購議場主催､ 劍*�-�b��
主義大会に婁興するとともに.若手審判員などが定義するような選録顔鵜を纏成す 劒XｦY.)>�,Y��ｴｸ8�986��ｸ,刔�+X*ﾙШ$H+x.�.h*H減�｢��
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鰭)費性細腰徴具調書寄具)の接種的な徽徽鼠ぴ青寓 女性競技者により高ヽ継投撫持構築のため､女性継投役員の複保は必顔.女性部と も葦持し､競技視Jt番細の拡充に努める.また､女性審判員の育成を回る接点から､ 部隊しやすい連れ疎irHj竃1着!農機尊意虚する_ � 

･遅れる部分が多々発生. ��"要に廿裏的嬉威軸めるi 
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(鵠嚢農事購具の具重しと要事書機具出青書向上 � 
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◇SeM運〃/iH〃後/eHm〃漢書 7(動け)年寄の良書合筆l-成下の類畠を行- 剪� �� 

(1)大食要項の果重し.書手他事込の定義書因る. � 唸ｹ�4�ｩ��檍,Xﾊ�+ﾈ+X/�N��ｨ+X+ﾖ��･合筆日程の鱒tMとと鰻静間でのミス 唸ｮﾈ��峪�ﾈﾙ�,ﾈｭ�,�.兒�ﾉb�
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㈱新競技会システムの購入 ･赫競技会システムの義人し越権運営レベルの同士を図る_ � 唸8ｨ5X8ｸ6x,ﾉGｩ�ﾘ,ﾙ��*ﾘ,�,�+ﾒ�� ��
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スムーズlこ行くよう強調する. 劔事前の作業がもつと早くできるようにな �?ﾈ訷+X+ﾘ�8,X*�.�/i7�,ﾈ*��

･香魚複成は公嘱正大に行い､ミス､訂正の加､完成度の繭いプログラム作りを目 劔ると薄ち着いて種穂作業ができる. �ﾘ/�+X,JH7h8ﾙ]�檍ﾇ�,���-ﾒ�

指す. ･番組営農後｢注意事項､長捜日経｣を速やかにホームページで嵐知する_ 劔�+ﾘ*"��

(4lR柵な競技重義 ･基本的なミスやトラブルを未然に防ぐ複心の連絡を払う. � 唸ｴ�d��8､ｩv(鳧益D9�9]�,Y(ﾘﾆI5�/�Z�寤+YZ�.ｨ/��ﾘ,�+ﾒ��･主任者全篇の打ち合わせ事項を各 唳�Hｴ�,ﾉ��ﾆx/�.h.旭�,�+x.停�

･事前の関連請書調竃接を含めた十分な義鼠作業の乗越. 劒Y5hｵhｷﾙ¥��ｼ磯iYH��,i��xﾘ+ZHｺ8ｵｨ,ﾉ(i&jHﾜH､ｩ�,ﾉ�ｨ吮�部義の審判具に継畦できよう打ち合 
･アクシデント鵜生嶋の曲筆部基調の迅速な糞携処置の実篤. 劍�x�.�.h*IOX*h+ﾖR�わせき庵にする. 
･競技会全線を纏義iL､蘭検発生時の迅速かつ適切な対応をする〇 ･嘱種な判定､重複なリザルトの作成｡ 劒Y�8ｦﾘ,�8ｨ5X8ｸ6xﾞﾉ�ﾈ/�ﾗ8,�+ﾒ��

･ビデオ噛I宝の善用 劒Xﾎ8ﾇ�檍,X73rﾓ��Fﾔ(,ﾉi隗ｩ��68,2･��

働その他 :謙誤認螺璃畿績lkL.珊な厳命運営を目指すe � 唸��)�X檄H戊�9*�4ｨ,ﾚHｭhﾅyYH��,hﾅ)YHﾗy��/����2��･勘こ漸鮮な目で競技会の運営にあ 唏自�ﾈ,ﾉmｨ.��Y��,X*�.�*｢ﾂ�

･各係の雑言事項尊を次回及び次年度競技会に活かせるよう �+ﾘ.薬�やはり複轍の日で競笈全会 

各部嘉の反省を当機節義にとどまらず全体飾ことらえ､各部署の連携.持物しな がら政義祭を遇求する〇 ･競技者′番制員の事故防止.安全確保に万金を期す 劔/�ﾋ�+X,I+�*(+ﾒ�XｦXｺ8ｵｨ檍,Xｺ8ｵｨ�"��ﾕ9'X,ﾈ���9�霪ﾈ,�,(*ｹ(ﾘ�8/�ｬ��+X+ﾒ����ﾈ/�ﾊ�,H��丨+x.儺ｹwh*ｨ*�.��

･一年間を通じ､議 �-�8�984ﾈ984�ﾈ,ﾈ.h.り���8ｦﾘ,萎ﾉ�ﾈ,偃h.��x-粐�唸ﾘﾉ�ﾈ�I(i�ﾉ��,h,ﾉ����/��ﾘ.斡ﾉ���/�����+X+ﾖ��
･いろいろな分噺で意鱗をなくす努力をする. 纏着用の簡約に努める_ 劒YTｹwhﾜX抦ﾌ�,ﾉN��,X,ﾉ[8ｻ8檠Eｨ�ﾈ,�7x-�+ﾒ��

○競技葉書婁青書の筆意(仕事内裏)の機番と調香持場. ･競技運営婁貴会病体複内で役割分担を璃拙こし､婁員会内の博物を図り､凄員会メン 剪�･委員会会員の脇力で推道. 唸鴿�)�2ﾘﾏﾈ*�+ﾙ�ﾉmHﾞﾈ.や�･噺休機で役割分担を推進 

パーのレベル向上を目指す. ･泉瞳傷ホームページで競技者にとって競技運書面で必要義輝を､迅速に岬で出来るよ う取組む. 劔･紙婁貴会に競技運営関葉HPUp事項を随時送信o 
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4 冉�� �� ��新B級審判講習会i等々力競技場 

1011 �7���?｢�i �� ��県静銀会プロ編成/審判編成沌MW平塚予定 

lO～25 �� �� ��地区審判伝達購雷全く10会場) �(10会場) 

25 俯�� �� ��無歩審判員研修会 剪�蝠tき頼義 

i �� ��審判都会(大会出欠集約) 剴ｵ脇事務局 

4 途ﾓ��土一目 糞��8ﾉLﾘ�ｶ�Oﾈﾙ��ﾉ��MH樢��三ツ択 ��i ����

14-15 15 �7�ｩ?｢�関東電機食某○体重義金 儺ﾘ��4｢� ��関東学生審判編成 剴凵X力 
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5 ��"ﾓ�2�土､日 亢ｨ�ｴ�6���筆々力 ��i i ����

ー4 佇�� �� ��爆遣手権申込受付隅飴 刪ﾏ員会.農協事務局 

13-20 23 ��ﾘ自?｢�教書捜継体 偵ﾘ蓼ｼb｢粐� 辻�日本学生個人選手権審判編成 剴凵X力 

水 ����侈y�偃位��ﾈﾙ韵9WH����効醜橙騷I�駟k�ｼr�

2r27 冦りｨ�� ��類義学生群榛遭手強 �4ﾘ4�92�iギオン 
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3 一〇｢7 冉��少年少女隊士競技研義金鰹徽食 儿ﾄ�[ﾙ,ｲ� ��日本学生個人選手権主任者会禦 傳MW平塚 

宣●日 �� �?ｩgｸｧy;i�)�ﾈ顗訷ｴ��馴同着平塚 ����

～3-2● ��ﾂ�東壁豊堅皇堕某堕皇｣撃滅 � ��実業団対学生審判相成 凵ﾟ:碩 

00 �7��果義手複筆置鱗貴職imM車種 � �� � 

7 �"�r�ﾆﾂ�月 ���� �� 糞#�ﾊy�Xﾗﾈ檠�ﾈﾙ韵9WIYH趙���X橙ﾉzHｺh駟k�ｼr�

王 水 �?ｩwH*�7X辷ﾉ�ﾈｧy�hｼ�E��X��ｻ8�����綴坪耳�"�日録W平壌 �� ���部隊芸.幽1◆駆言寄-審判臓r �$ﾕy[ﾙ,ｲ�

ー鵡一高平壌 糞%ﾘﾊxｴﾉ�檠�ﾈﾙ韵9WH�������X橙騷Hｺh駟k�ｼr�21 ��ﾒ� ��実業団封学生 � � 

2子22 �7鈴m｢� �� ��[2]集配節会.国体選考会-プロ編成.響:龍編成 剳ｽ嫁予定 

8 �� �� �� ��8ﾙ�抦ｧy�h7h8ﾙ���ﾂ�7h8ﾘ�9w�7椅hﾞﾉ�ﾂ���

10--2 囘ﾈ自?｢�関東鰹雑食,○糠遇青倉 倅�ｨ爾� ��関東学生漸人審判複成 � 

12 �?｢� �� ��全国小学生主任者会濃 剋Oッ沢 

17 仞�� �� 迄ﾌ9-��2�全国小学生陸上的日練習.準備 剴厲Y 

ー8 25 �7�� ��i.〟,一書 会田小学生機上 � � 

土 �5ﾘ8h6ｨｺ2�&ｩ�88H4���(Xｾ��三ッ沢 �� ��倅�6)�"�

27 �R� � 俘��｢�縄長駆雑記鯖会中込受付原始 刪ﾏ員会.瞳協事務局 

9 �2�局 �� ��～ 侈y+xｾﾉ�ｨｴﾉ�檠�)Kｹ])�ﾂ���X橙騷Hｺh駟k�ｼr�

4 ��� �� ����ゾユニTがンとうク申込〆切 刪ﾏ貴会.瞳脇事務局 

7～9 仞�自?｢�i ��日本学生対捜選手強奪々力 � � 

10 佇��~! �� 剏ｧ長距i雑記健全申込受付〆切 刪ﾏ員会.歯脇事務局 

14､16 �7��ｬ��� 剴�穴w生病人 亦謦�.ﾘ*ﾔｦﾒ� � 

14へ16 囘ﾈ自?｢� �� 亦�ジュニアオルピック資格審査.プロ編成/審判編成 剴厲Y 

30 �?｢� �� ��ジュニアオ妙と'yク事前牽強/主任者会績 剴厲Y 

10 澱�土 仆8ｶ�wi�X/�'X��顫ﾈｧy�iV�I5�E����馴㈹〃平準 ��～ ����

ll 冦�� �� ��ジュニアオルビyク的日華鱒 剴厲Y 

ー214 傚�駑｢� ��ゾユニ7れンビワク 剃Vﾆ燃� � 
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S綾審判昇格審査会 冓陸鴇事務局 

1 �(��2�#b�#b�#b�火～水 亦�佶�8ﾉ�X訷�6��東京一築後 ��亦�

衣 ���� ��ｸ佰i^I�)Kｸ醜箞ｦ倆)�I�X�������
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27 �?｢� �� ��競技運営部長A継 � 

27 �?｢�- �� ��軍書 2017年20GB(ランキンC')照葉作業/競技運営委員会 刹熨�麹㈲ｼ 

2 �� �� �� ����

10 冉��かながわ帳(予定) 凭ﾉ&闔ｨﾌ)E��｢� �� � 

910 �7�ｩ?｢� �� ��全国叢技運営責任者会葉 剿｡の素NTC 

21 21 冦�� �� ��llI機転健全申込受付開始 刪ﾏ員会.瞳脇事務局 

木 ���� ��)Kｹ78橙��)9;ﾈ駟k�ｼr�

24 �?｢�) �� ��ブイ一画'審判員/写費判定員等研修会 傳MW平塚 
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7 10 冦�� �� ����llI撫記照会申込受付〆切 剴]読 
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16～17 �7���?｢�i �� ����llI真田麟会プロ義成/審判艦成 冓強暴国東を.金譲合葉 

10へ25 冓 凵` 剪n区審判伝達簾習会(10会場) 冓tlO会場) 
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○宝輪鱒接着魅の実篤
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委員会.主任会-必要に応じて剛催 基軸教戒および壷農作業 暮鞠手織胴膿舵機要漸作業 凵梹蜊ﾃ大会の大会要項/競技日程/注意事項相集 
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