令和 3 年度ダーツプロ資格取得テスト申込要領
受験資格 ―――――――――――――――――――――――――――――――――
○2021 年 4 月 1 日時点で満 18 歳以上の者
○公益社団法人日本ダーツ協会、加盟協会役員の推薦を必要とする。
※ 地域的に推薦を得るのが難しい者は自己推薦書を提出する。字数 800 文字以内
○以下の各項に該当する者は受験資格のないものとする
A) 居住権のない外国人
B) 暴力団等の組織の構成員及び準構成員及び暴力団密接関係者。
C) 競技者並びに観客者に対し、不快感を与えるような入墨を施している者。
D) 協会より過去に除名処分を受けた者
※ 合格後、上記事実が判明した場合は除名となる。
書類審査 ―――――――――――――――――――――――――――――――――
○申込期限

2021 年 7 月 30 日（金）17:00【必着】
締切り後は理由の如何を問わず一切受付けない。

○審査に必要な提出物
A) 2021 年度ダーツプロ資格取得テスト書類審査申請書
B) 推薦状、若しくは自己推薦書（20×20 の原稿用紙 2 枚、合計 800 文字）
印は、拇印・サイン不可。必ず印鑑を押してください。
C) 返信用封筒（長 3 の封筒）に本人の住所・氏名を記入し 84 円切手を貼付けす
ること。なお、第一次審査合否通知書在中と記入。
○郵 送 先

公益社団法人 日本ダーツ協会 資格認定委員会
〒123-0855 東京都足立区本木南町 19-12 電話 03-6905-7711

○合否発表

合格・不合格の通知は、いずれも本人宛に通知する。
電話等での問合せには一切、答えない。
※合格者は、所定の期日までに振り込み、必要書類とともに日本ダーツ
協会に送付する。

受験申請 ―――――――――――――――――――――――――――――――――
○申込期限

2021 年 8 月 16 日（月）17:00【必着】
締切り後は理由の如何を問わず一切受付けない。

○必要書類
A)競技会員入会申込書
B)受験料（１万円）・競技会員年会費（１万円）
、合計 20,000 円を振り込む。
振込先 ①郵便局 記号 10490 番号 19954771 公益社団法人 日本ダーツ協会
②みずほ銀行 荏原支店普通 2198916 公益社団法人 日本ダーツ協会
振込みの控えを同封してください
D)住民票（複写は不可）
E)無帽上半身の写真（４cm×３cm）２枚。写真の裏に必ず氏名を記入のこと。

○ 事前審査の書類を提出し、出願を許可された者で、振込みと必要書類が提出された
者には受験証明書、競技会員証を発行し、筆記試験の教材を送付する。
○ 電話等での問い合わせには一切答えない。
試験方法 ―――――――――――――――――――――――――――――――――○開催日時

2021 年 9 月 11 日(土)

集合時間 9：30

○試験会場

会場が変更になりました（2021 年 8 月 11 日）
変更後
足立区勤労福祉会館 １階 レクリエーションホール
〒120-0005 足立区綾瀬一丁目 34 番 7-102 号電話 03-3838-3581
変更前
奥戸総 合ス ポ ーツ セ ンタ ー 温 水プ ー ル館
エ イ ト ホー ル ・第 二 会議 室
〒125-0054 葛飾区高砂 1-2-1 ℡:03-3695-9911

○試験形態

A)第 1 次テスト（筆記） 9：40～
ダーツの基礎知識 100 点満点中、70 点以上合格
B)第 2 次テスト（実技） 11：30～
501 １０スロー30 ダーツ以内 ダブルアウト
6 レッグ中１レッグクリアで合格

○持 ち 物

筆記用具・ＪＤＡ競技会員証・受験証明書
ダーツ（ポイント、バレル、シャフト、フライトがセパレートされているもの）
室内運動靴

○認 定 料

3,000 円（合格者のみ徴収）

出願上の注意 ―――――――――――――――――――――――――――――――
○出願は郵送のみ受付ける。
○一度、提出した出願書類および納入した受験料等は、理由の如何に拘わらず一切返還
しない。
○出願書類に不備なもの、および出願締切後本協会に到着したものは受理しない。提出
に関しては十分注意すること。
失格対象条件及び失格条件

―――――――――――――――――――――――――

○失格対象条件（警告の後、失格とする）
A) 受験証明書、競技会員証の不携帯
B) 受験中のアドバイス・私語
C) 著しく悪い受験態度
○失格条件

A) 集合時間に遅刻または不参加のものは失格とする
B) 後日受験資格がなかったことが発覚したものは失格とする
C) その他、受験生として資格審査委員会が不適当とした者は失格とする
※ 当協会では、受験者が出場に相応しくないと判断した場合、何時如何なる時点にお
いてもその資格を無効にすることがある。
その他 ――――――――――――――――――――――――――――――――――A) 費用負担
受験者の資格取得テスト期間中の旅費・宿泊費・食事等一切は、受験者本人の負担
とする。
B) 服装
服装は、受験生としてふさわしい服装であることとし、ユニフォーム又は襟付きの
シャツを着用し（無地が望ましい）、JDA ワッペンを左胸若しくは袖に必ず縫付け
る。
JDA 及び JDA 以外のワッペン・ピンなど、また JDA 関係以外のネーム（店舗のロゴ
やネームも含）入りユニフォームの禁止。
プレスされたスラックス（センタープレス入り）又は膝上のスカートを着用。Ｔシ
ャツ、チノパン、ジーパン、半ズボン、サンダル禁止。
施行者 ――――――――――――――――――――――――――――――――――公益社団法人 日本ダーツ協会 資格認定委員会
〒123-0855 東京都足立区本木南町 19-12 電話 03-6905-7711 FAX 03-6905-7722
メール jda@darts.or.jp ホームページ http：//www.darts.or.jp

熱中症対策
熱中症は生命にかかわる病気ですが予防法を知っていれば防ぐことができます。一人ひ
とりが熱中症について正しい知識を持ち，自分の体調の変化に気をつけるとともに，周
囲に気を配り予防を呼びかけあって，熱中症による健康被害を防ぎましょう
新型コロナ感染症対策
新型コロナウイルス感染状況、国・都の動向を踏まえ開催可否については 7 月 30 日（金）
8 月 31 日（火）に開催の最終判断を行う。判断基準は下記の通り。
①国及び各都道府県が発表している新型コロナウイルス感染症関連の判断基準に準
ずる
②公益財団法人日本スポーツ協会の「スポーツイベント再開に向けた感染拡大予防ガ
イドライン」を参考にする
ただし場合によっては大会中止の判断を急きょ発表する場合もあります。参加を予定
されている皆様並びに関係各位には多大なるご迷惑をおかけしますがご理解よろしく
お願いします。
以下に該当する者は参加を見合わせて下さい
1、体調がよくない場合（例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）
2、同居家族や身近な知人に新型コロナウイルス感染が疑われる方がいる場合
3、過去 14 日以内に政府から入国制限，入国後の観察期間を必要とされている国，地
域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合












マスクを着用すること
こまめな手洗い，アルコール等による手指消毒を実施すること
他の参加者，主催者スタッフ等との距離（できるだけ２ｍ以上）を確保すること（障
がい者の誘導や介助を行なう場合を除く）
会場で大きな声で会話，応援等をしないこと
タオルの共用はしない
飲料は自分専用のものを飲み，回し飲みはしない
飲食については指定場所以外では行わず，周囲の人となるべく距離を空けて黙食へ
のご協力をお願い致します
握手などの身体を接触させる挨拶は行なわない
感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守，主催者の指示に従うこと
休憩時や宿泊時においても，気を緩めることなく，会話時のマスク着用などの感染
防止対策や健康管理の徹底をすること
試験終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は主催者に対
して速やかに濃厚接触者の有無等について報告すること

葛飾区総合スポーツセンター・エイトホールに入館の際は、検温・マスクの着用・消毒
のご協力をお願い致します。37.5 度以上の方は，入館できません。

