共通科目Ⅳ 集合講習会 受講会場一覧
期

都市 会場番号
第 １ 会場

日

9月14日(金) ～ 9月16日(日)

東京 第 ２ 会場 10月12日(金) ～ 10月14日(日)

第 ３ 会場

会場
ベルサール神保町
〒101-0065 東京都千代田区西神田3-2-1
℡03-3263-9621

KFCホール
11月9日(金) ～ 11月11日(日) 〒136-0075 東京都墨田区横網1-6-1
℡03-5610-5801

※集合講習会は原則全ての講義を同一会場で受講いただきます。部分受講はできません。
第3会場（東京） 「ＫＦＣホール」

第1・2会場（東京） 「ベルサール神保町」
交通

｢九段下駅｣7番出口徒歩3分(東西線)
｢九段下駅｣5番出口徒歩4分(半蔵門線･新宿線)
｢神保町駅｣A2出口徒歩5分(半蔵門線･新宿線･三田線)
｢水道橋駅｣A2出口徒歩11分(三田線)
｢飯田橋駅｣東口徒歩12分(JR線)

ＴＥＬ

03-3263-9621

交通

都営地下鉄大江戸線「両国駅」A1出入口に直結
JR中央･総武線「両国駅」東口より徒歩約6分
JR中央･総武線「両国駅」西口より徒歩約7分。

ＴＥＬ

03-5610-5801

共通科目Ⅳ集合講習会 基本日程表（予定）
時刻

第１日目

第２日目

第３日目

9:00

9:00
受付（9:00～）

10:00
11:00

12:00
13:00

14:00

時刻

開講式・オリエンテーション（9：30～）
指導能力を高めるためのスキルアッププログラム
(10:00～19:00の内8h）
・コミュニケーションスキル
・プレゼンテーションスキル
※途中昼休み１時間あり

トップアスリートを取り巻く諸問題
(9:00～19:00の内9h）
・情報戦略
・国際競技力向上のための環境
・海外遠征の諸問題とその対応
※途中昼休み１時間あり

トップアスリートを取り巻く諸問題
(9:00～12:00 3h）
・トップアスリートへの科学的サポート

10:00
11:00

12:00
＜お昼休み＞12:00～13:00
トップアスリートを取り巻く諸問題
(13:00～15:00 2h）
・競技者を取り巻く新しい環境と適切な対応

13:00

14:00

15:00

15:00

16:00

16:00

17:00

17:00

18:00

18:00

19:00

・第３日目は、講義終了後に事務連絡をし、その後解散となります。
・原則として基本日程通りに講義は進みます。遅刻・早退は講義欠席と同様に取り扱います。
（注）この基本日程表は予定のため、変更になる場合がございます

19:00
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共通科目Ⅱ・Ⅲ集合講習会 受講会場一覧
都市

東京

期

会場番号
第 １ 会場

7月27日(金) ～

第 ２ 会場

8月16日(木) ～

第 ３ 会場

9月21日(金) ～

第 ４ 会場

10月18日(木) ～

第 ５ 会場
名古屋

日

会場
ベルサール神田
7月31日(火)
〒101-0053 東京都千代田区神田美土町7
℡：03-5281-3053
KFCホール
8月20日(月)
〒136-0075 東京都墨田区横網1-6-1
℡03-5610-5801
ベルサール神保町アネックス
9月25日(火)
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-36-1
℡：03-3346-1396
ベルサール九段
10月22日(月) 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-8-10
℡03-3261-5014

～
～

第 ６ 会場

11月2日(金) ～ 11月6日(火)

第 ７ 会場

8月11日(土) ～ 8月15日(水)

第 ８ 会場

8月31日(金) ～ 9月4日(火)

第 ９ 会場

7月22日(日) ～ 7月26日(木)

第 10 会場

10月28日(日) ～ 11月1日(木)

大阪

福岡

調整中（確定次第、日本体育協会HPに掲載いたします）
※3日間、2日間の2回に分けての実施を予定しております
TKP名古屋駅前カンファレンスセンター
〒450-0002 愛知県名古屋市 中村区名駅2-41-5 ＣＫ名駅前ビル
℡：052-569-5020
ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター
〒532－0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-2-19
℡：06-6302-5571
ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター
〒532－0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-2-19
℡：06-6302-5571
TKPガーデンシティ博多新幹線口
〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街5-14
℡：092-432-7250
TKPガーデンシティ博多新幹線口
〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街5-14
℡：092-432-7250

※ 集合講習会は原則全ての講義を同一会場で受講いただきます。部分受講はできません。

共通科目Ⅱ・Ⅲ集合講習会 基本日程表（予定）
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共通科目Ⅱ・Ⅲ集合講習会 会場案内図
第1・第2会場（東京） 「ベルサール神田」

第2会場（東京） 「KFCホール」

住所

〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町7
住友不動産神田ビル2・3F

住所

〒136-0075 東京都墨田区横網1-6-1

交通

｢小川町駅｣B6出口徒歩2分(新宿線)
｢新御茶ﾉ水駅｣B6出口徒歩2分(千代田線)
｢淡路町駅｣A6出口徒歩3分(丸ノ内線)
｢神田駅｣北口徒歩7分(JR線)
｢神田駅｣4番出口徒歩7分(銀座線)
｢大手町駅｣C1出口徒歩8分(半蔵門線,丸ノ内線,東西線,三田
線,千代田線)

交通

都営地下鉄大江戸線「両国駅」A1出入口に直結
JR中央･総武線「両国駅」東口より徒歩約6分
JR中央･総武線「両国駅」西口より徒歩約7分

ＴＥＬ

03-5610-5801

ＴＥＬ

03-5281-3053

第3会場（東京） 「ベルサール神保町アネックス」

第4会場（東京） 「ベルサール九段」

住所

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-36-1
住友不動産千代田ファーストウイング1F

住所

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-8-10
住友不動産九段ビル3･4F

交通

「神保町駅」A2番出口徒歩2分(半蔵門線・新宿線・三田線)
「九段下駅」5番出口徒歩5分(東西線・半蔵門線・新宿線)
「水道橋駅」西口徒歩7分(JR線)
「飯田橋駅」A2出口徒歩12分(JR線・有楽町線･南北線･大江
戸線)

交通

｢九段下駅｣7番出口徒歩3分(東西線)
｢九段下駅｣5番出口徒歩3分(半蔵門線･新宿線)
｢神保町駅｣A2出口徒歩7分(半蔵門線･新宿線･三田線)
｢飯田橋駅｣東口徒歩10分(JR線)
｢水道橋駅｣A2出口徒歩10分(三田線)

ＴＥＬ

03-3346-1396

ＴＥＬ

03-3261-5014
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共通科目Ⅱ・Ⅲ集合講習会 会場案内図
第5会場（東京） 「調整中」
住所

第6会場（名古屋） 「ＴＫＰ名古屋駅前カンファレンスセンター」

調整中

交通

ＴＥＬ

住所

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2-41-5
CK20名駅前ビル

交通

JR東海道本線 名古屋駅 桜通口 徒歩5分
名古屋市営桜通線 名古屋駅 1出口 徒歩3分
名古屋市営東山線 名古屋駅 1出口 徒歩3分
名鉄名古屋本線 名鉄名古屋駅 徒歩5分
ＪＲ関西線 名古屋駅 桜通口 徒歩5分
ＪＲ東海 中央線 名古屋駅 桜通口 徒歩5分

ＴＥＬ

052-569-5020

調整中

第7･8会場（大阪）
「ホテル新大阪コンファレンスセンター(旧チサンホテル新大阪)」

第9・第10会場（福岡）
「ＴＫＰガーデンシティ博多新幹線口」

住所

〒532－0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-2-19

住所

〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街5-14
福さ屋本社ビル

交通

JR新大阪駅より徒歩約5分
地下鉄御堂筋線新大阪駅（7番出口）より徒歩約5分
地下鉄御堂筋線西中島南方駅（1番出口）より徒歩約5分

交通

JR鹿児島本線 博多駅 筑紫口 徒歩1分
福岡市地下鉄空港線 博多駅 筑紫口 徒歩1分

ＴＥＬ

06-6302-5571

ＴＥＬ

092-432-7250

ホテル新大阪
コンファレンスセンター
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