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4 8.9

B級3年以内研修
会
指名強化研修会
B級研修会

埼玉カップ
上尾運動公園
スポーツ総合セン
ター

県協会 22 ミニ連中央審判講習会 熊谷大里体育館、コミセン ミニ 22 ミニ連中央審判講習会 熊谷大里体育館　コミセン ミニ 29 ミニ連中央審判講習会 日高アリーナ ミニ

16 B級更新講習会 伝達講習会 埼玉栄高校 県協会 29 ミニ連西部地区　審判講習会 日高アリーナ ミニ 30 ミニ連西部地区　審判講習会 岩槻文化公園体育館 ミニ
30 ミニ連中部地区　審判講習会 岩槻文化公園体育館 ミニ ミニ連中部地区　審判講習会

5 28 C級更新講習会 国体予選 未定 クラブ連盟 13 ミニ連北部地区　審判講習会 吉見町民体育館 ミニ 13 ミニ連北部地区　審判講習会 吉見町民体育館 ミニ
27 中体連審判研修会 吹上中 中体連 14 ミニ連東部地区　審判講習会 越谷市立総合体育館 ミニ 14 ミニ連東部地区　審判講習会 越谷市立総合体育館 ミニ
28 Ｃ級更新講習会 関東実業団リーグ戦 朝霞市民体育館 実連 21 ミニ連南部地区　審判講習会 川口北スポーツセンター ミニ 21 ミニ連南部地区　審判講習会 川口北スポーツセンター ミニ

28 D級更新講習会 国体予選 未定 クラブ連盟
28 クラブ連盟審判研修会 国体予選 未定 クラブ連盟 27 審判総会 吹上中 中体連

28 Ｄ級更新講習会 関東実業団リーグ戦 朝霞市民体育館 実連
6 25 C級更新講習会 狭山清陵 家庭婦人 25 D級更新講習会 狭山清陵 家庭婦人 25 E級更新講習会 狭山清陵 家庭婦人 未 連盟研修会 未定 家庭婦人

22 B級指名強化研修会 インターハイ予選 春日部市総合体育館 県協会 未 新規C級取得講習会 坂戸高校 高体連

7 1.2
関東ブロックA級更新講習
会
兼B級研修講習会

千葉県 １・２ C級研修会 正智深谷高校 中体連 1 C級新規取得講習会 大宮西高 家庭婦人 1 D級新規取得講習会 大宮西高 家庭婦人

8.9 関東ブロックA級審査会 茨城県 関東協会 23 C級更新講習会 県民総体草加市予選 草加市民体育館 クラブ連盟 2 C級新規取得講習会 狭山市民 家庭婦人 2 D級新規取得講習会 狭山市民 家庭婦人
15.16 関東ブロックA級審査会 山梨県 関東協会 23 D級新規取得講習会 県民総体草加市予選 草加市民体育館 クラブ連盟

29 Ｃ級新規取得講習会
兼Ｂ級Ｃ級研修会 1年生大会 未定 高校北部

23 C級新規取得講習会 県民総体草加市予選 草加市民体育館 クラブ連盟
8 11.12.13 U-25YOC スポーツ総合センター ＪＢＡ 上旬 C級審判研修会 東日本医科大大会 深谷ビッグタートル 高体連 20 新規C級取得講習会 県内男子校 高体連

上尾運動公園

9 9.10 関東ブロックA級審査会 学生リーグ 未定 関東協会 17 クラブ連盟C級研修会 熊谷市総合体育大会 熊谷市民体育館 クラブ連盟 17 C級新規取得講習会 熊谷市総合体育大会 熊谷市民体育館 クラブ連盟 17 D級新規取得講習会 熊谷市総合体育大会 熊谷市民体育館 クラブ連盟
13 B級更新講習会 入間向陽高校 県協会 24 C級更新講習会 県民総体 未定 県協会

10 1.8 C級更新講習会 県民総体 上尾運動公園 県協会
上旬 C級研修会 白岡カップ 東部地区高校 中体連 未 連盟研修会 連盟講習会 未定 家庭婦人 未 連盟研修会 連盟講習会 未定 家庭婦人
未 C級更新講習会 連盟講習会 未定 家庭婦人 未 D級更新講習会 連盟講習会 未定 家庭婦人
未 C級更新講習会 坂戸高校 高体連

11 3、5 ミニ連審判研修会 埼玉県ミニバスケットボール大会 行田グリーンアリーナ、本庄シルクドーム ミニ 3、5 ミニ連審判研修会 埼玉県ミニバスケットボール大会 行田グリーンアリーナ、本庄シルクドーム ミニ 未 D級更新講習会 ジュニアオールスター地区選抜選考会 各地区 中体連
未 C級更新講習会 ジュニアオールスター地区選抜選考会 各地区 中体連

12 3 B級推薦者研修会 選手権大会 運動公園 家庭婦人 3 C級新規取得講習会 選手権大会 運動公園 家庭婦人 3 D級審査会 運動公園 家庭婦人
10 クラブ連盟C級研修会 草加市会長杯 草加市記念体育館 クラブ連盟 10 C級新規取得講習会 C級審査会草加市会長杯 草加市記念体育館 クラブ連盟 10 C級新規取得講習会 草加市会長杯 草加市記念体育館 クラブ連盟
17 Ｂ級審査会 熊谷ドーム 県協会
16 C級更新講習会 U14強化指定選手選考会 熊谷ドーム・吉見町民体育館 中体連 16 D級更新講習会 U14強化指定選手選考会 熊谷ドーム・吉見町民体育館 中体連
23 C級更新講習会 U１３強化指定選手選考会 上尾運動公園体育館 中体連 23 D級更新講習会 U１３強化指定選手選考会 上尾運動公園体育館 中体連

1 ２０ B級更新講習会（予） 上尾運動公園 県協会 28 C級更新講習会 南部四地区大会（講習会） 伊奈学園高校 高校南部 上旬 Ｃ級審査会 吹上中 中体連 上旬 Ｄ級審査会 吹上中 中体連

2 18 B級研修会 国体予選 上尾運動公園 県協会 4 Ｃ級希望者研修会 未定 ミニ Ｄ級新規取得講習会 未定 ミニ
25 Ｃ級新規取得講習会 埼玉県実業団春季リーグ スポーツ総合センター 実連 25 Ｄ級新規取得講習会 埼玉県実業団春季リーグ スポーツ総合センター 実連

3 18
B級研修会
B級更新講習会
（予）

中高合同クリニック スポーツ総合センター 県協会 20 C級更新講習会 県内男子校 高体連 4 C級新規取得講習会 未定 ミニ 20 新規C級取得講習会 県内男子校 高体連

新規

平成29年度　審査会及び講習会日程
Ｂ級対象 Ｃ級対象 Ｄ級対象 Ｅ級対象


