
平成24年　日本体育協会公認アシスタントマネジャー養成コース　実施予定団体一覧

No 団体名 検定試験 問合せ先TEL 参加対象者

1 公益財団法人北海道体育協会 平成24年11月
～

平成24年11月 平成24年11月 011-820-1706 自県参加者のみ

2 青森県教育委員会 平成24年11月
～

平成24年11月 平成24年11月 017-734-9909 他県参加者も受け入れる

3 財団法人岩手県体育協会 平成24年12月
～

平成24年12月 平成24年12月 019-648-0400 他県参加者も受け入れる

4 公益財団法人宮城県体育協会 平成24年6月
～

平成24年6月 平成24年6月 022-726-4211 他県参加者も受け入れる

5 秋田県広域スポーツセンター 平成24年7月
～

平成24年7月 平成24年7月 018-864-6225 自県参加者のみ

6 山形県教育庁スポーツ保健課 平成24年7月
～

平成24年7月 平成24年7月 023-630-2894 自県参加者のみ

7 うつくしま広域スポーツセンター 平成24年7月
～

平成24年7月 平成24年7月 0242-37-0588 自県参加者のみ

8 茨城県教育庁保健体育課 平成24年6月
～

平成24年6月 平成24年6月 029-301-5361 他県参加者も受け入れる

9 栃木県教育委員会事務局スポーツ振興課 平成24年7月
～

平成24年12月 平成24年12月 028-623-3416 他県参加者も受け入れる

10 群馬県教育委員会事務局スポーツ振興センター 平成24年9月
～

平成24年9月 平成24年9月 027-234-1010 他県参加者も受け入れる

11 公益財団法人埼玉県体育協会 平成24年6月 平成24年7月 平成24年7月 048-779-5895 自県参加者のみ

講習会開催時期(予定)

11 公益財団法人埼玉県体育協会 平成24年6月
～

平成24年7月 平成24年7月 048-779-5895 自県参加者のみ

12 公益財団法人千葉県体育協会 平成24年9月
～

平成24年11月 平成24年11月 043-254-0023 他県参加者も受け入れる

13 公益財団法人東京都スポーツ文化事業団 平成24年6月
～

平成24年6月 平成24年6月 03-5474-2148 他県参加者も受け入れる

14 公益財団法人横浜市体育協会 平成24年6月
～

平成25年1月 平成24年12月 045-640-0015 その他

15 公益財団法人山梨県体育協会 平成24年10月
～

平成24年10月 平成24年10月 055-243-8588 自県参加者のみ

16 長野県体育センター 平成24年11月
～

平成24年11月 平成24年11月 0263-86-0218 他県参加者も受け入れる

17 公益財団法人新潟県体育協会 平成24年7月
～

平成24年7月 平成24年7月 025-287-8600 他県参加者も受け入れる

18

石川県広域スポーツ支援センター

（県教育委員会スポーツ健康課内）

平成24年9月

～

平成24年10月 平成24年10月 076-225-1852 自県参加者のみ

19 公益財団法人福井県体育協会 平成25年1月
～

平成25年1月 平成25年1月 0776-34-2719 自県参加者のみ

20 静岡県 平成24年9月
～

平成24年10月 平成24年10月 0545-35-6022 他県参加者も受け入れる

21 豊田市教育委員会スポーツ課 平成24年9月
～

平成24年9月 平成24年9月 0565-34-6632 自県参加者のみ

22 愛知県広域スポーツセンター事業推進室 平成24年11月
～

平成24年11月 平成24年11月 052-249-2720 自県参加者のみ

23 公益財団法人岐阜県体育協会 平成24年10月
～

平成24年11月 平成24年11月 058-297-2567 他県参加者も受け入れる

24 公益財団法人京都府体育協会 平成24年7月
～

平成24年7月 平成24年7月 075-692-3423 他県参加者も受け入れる

25 公益財団法人大阪体育協会 平成24年8月
～

平成24年8月 平成24年8月 06-6643-5234 他県参加者も受け入れる

26 公益財団法人兵庫県体育協会 平成24年8月
～

平成24年10月 平成24年10月 078-332-2344 自県参加者のみ

27 奈良県スポーツ支援センター 平成24年11月 平成24年11月 平成24年11月 0744-22-6000 他県参加者も受け入れる27 奈良県スポーツ支援センター 平成24年11月
～

平成24年11月 平成24年11月 0744-22-6000 他県参加者も受け入れる

28 公益社団法人和歌山県体育協会 平成24年9月
～

平成24年9月 平成24年9月 073-441-3695 自県参加者のみ

29 鳥取県教育委員会事務局 平成24年5月
～

平成24年8月 平成24年8月 857267921 自県参加者のみ

30 しまね広域スポーツセンター 平成24年6月
～

平成24年6月 平成24年6月 0852-60-5053 他県参加者も受け入れる

31 公益財団法人岡山県体育協会 平成24年9月
～

平成24年9月 平成24年9月 086-256-7101 他県参加者も受け入れる

32

広島県教育委員会

（ひろしま広域スポーツセンター）

平成24年12月

～

平成24年12月 平成24年12月 082-513-5034 他県参加者も受け入れる

33 公益財団法人山口県体育協会 平成24年6月
～

平成24年6月 平成24年7月 083-933-4697 他県参加者も受け入れる

34 香川県教育委員会事務局保健体育課 平成24年11月
～

平成24年12月 平成24年12月 087-832-3762 他県参加者も受け入れる

35

財団法人徳島県スポーツ振興財団

徳島県広域スポーツセンター

平成24年6月

～

平成24年7月 平成24年7月 088-685-4021 自県参加者のみ

36 公益財団法人愛媛県体育協会 平成24年11月
～

平成24年11月 平成24年11月 089-911-1199 他県参加者も受け入れる

37 公益財団法人福岡県体育協会 平成24年9月
～

平成24年9月 平成24年9月 092-629-3535 他県参加者も受け入れる

38 公益財団法人福岡県体育協会 平成25年1月 平成25年1月 平成25年1月 092-629-3535 他県参加者も受け入れる

39 佐賀県 平成24年6月
～

平成24年7月 平成24年7月 0952-25-7331 他県参加者も受け入れる

40 公益財団法人熊本県体育協会 平成24年7月
～

平成24年7月 平成24年7月 096‐388-1581 その他

41 おおいた広域スポーツセンター 平成24年6月
～

平成24年8月 平成24年8月 097-506-5645 自県参加者のみ

42 宮崎県教育庁スポーツ指導センター 平成24年12月
～

平成24年12月 平成24年12月 0985-58-0096 他県参加者も受け入れる42 宮崎県教育庁スポーツ指導センター 平成24年12月
～

平成24年12月 平成24年12月 0985-58-0096 他県参加者も受け入れる

43

沖縄県文化観光スポーツ部

 スポーツ振興課 広域スポーツセンター

平成24年12月

～

平成24年12月 平成24年12月 098-866-2708 自県参加者のみ

平成平成平成平成24242424年年年年4444月月月月27272727日現在日現在日現在日現在

（（（（注注注注））））上記内容上記内容上記内容上記内容はははは作成日時点作成日時点作成日時点作成日時点におけるにおけるにおけるにおける予定予定予定予定となりますとなりますとなりますとなります。。。。実際実際実際実際のののの期日期日期日期日・・・・会場会場会場会場・・・・時刻等時刻等時刻等時刻等はははは各実施団体各実施団体各実施団体各実施団体にににに直接直接直接直接ごごごご確認確認確認確認くださいくださいくださいください。。。。


