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スポーツを「する人」
「観る人」
「支える（育てる）人」必携の一冊！
本書の特長：
◉スポーツにおける法的観点と法的問題がビギナーにも理解できる
最良の実用書。
◉スポーツ界の動きや法改正をふまえた最新の内容。
◉「スポーツ法学」の授業担当経験者が具体例を挙げ、わかりやすく
メリハリの利いた実務対応型の内容構成。
◉多数の重要判例や解説を右欄に明示し、資料の利用が容易。
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