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201201201201４４４４日本国際日本国際日本国際日本国際ドラゴンボートドラゴンボートドラゴンボートドラゴンボート選手権大会選手権大会選手権大会選手権大会第1２回IDBF世界選手権大会最終代表選考会　兼　国際大会選考会

【【【【開催要項開催要項開催要項開催要項】】】】①大会名 天神祭奉納　201４日本国際ドラゴンボート選手権大会第1２回IDBF世界選手権大会最終代表選考会　兼　国際大会選考会②日　時 平成2６年 7月２０日（日）  午前 8時45分開会③会　場 大阪・大川八軒家浜前及び南天満公園（地下鉄谷町線・京阪天満橋駅下車すぐ）④漕　路 大川特設250㍍直線コース（天満橋～天神橋）⑤種　目 ①オープン 25チーム（男女の性別を問わない。男女混合との重複乗艇不可）②女　子 　  5チーム（太鼓手、舵取男性可。舵取り派遣可。自己責任の上で他のカテゴリーとの重複乗艇を可とする）③男女混合 35チーム（漕ぎ手が男女いずれも８人以上。オープンとの重複乗艇不可）④シニア 　  5チーム（クルー全員が満40歳以上。舵取り派遣可。自己責任の上で他のカテゴリーとの重複乗艇を可とする）⑥資　格 満15歳以上（201４年1月1日現在）の健康な男女。日本ドラゴンボート協会のA団体登録、B団体登録チーム（事前に登録の事）。◇主　催 天神祭渡御行事保存協賛会　一般社団法人日本ドラゴンボート協会　サンケイスポーツ　産経新聞社◇共　　催◇後　援 文部科学省　大阪府　大阪府教育委員会　大阪市　大阪市教育委員会（予定,申請中含む） 関西河川スポーツ振興協会　夕刊フジ　フジサンケイビジネスアイ　OBC　FM802◇主　管 一般社団法人日本ドラゴンボート協会　大阪府ドラゴンボート協会 ◇協　　賛 レンゴー株式会社◇協　力 広瀬産業海運、丸高渡船ほか◆競　技 ドラゴンボートによるスピード競漕　◆編　成（A団体登録ﾁｰﾑ） 1チーム25人（漕ぎ手20人、舵取り1人、太鼓1人、交替要員3人）　※「A団体登録」とは、IDBF/ADBF主催の国際大会や世界選手権・アジア選手権・クラブクルー選手権などに出場を希望するチーム。（B団体登録ﾁｰﾑ） 1チーム25から30人（漕ぎ手20人、舵取り1人、太鼓1人、交替要員3－8人）　※交替要員が4名以上の場合、4人目から1人に付き別途4,000円の参加料が必要です。漕ぎ手の最低限は16人。◆IDBF世界選手権選考会兼国際大会選考会 日本国籍を有するJDBAのA団体登録のチームで、日本選手権で優秀な成績をあげた各種目のチームを来年の世界選手権及び国際大会の代表チームとして選出。日本選手権でのポイントは：1位11点、2位 5点、3位 3点◆ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ検査 ・本競技会は、日本ドーピング防止規程に基づくドーピング検査対象大会です。本競技会参加は全員、本競技会にエントリーした時点で日本ドーピング防止規定にしたがい、ドーピング検査を受けることに同意したものとみなします。・また、未成年者である本競技会参加者のエントリーにおいては、上記のドーピング検査の実施について、親権者から同意を得たものとみなします。・本競技会参加者は、本競技会において行われるドーピング検査を拒否または回避した場合、帰路の移動等個人的諸事情によりドーピング検査手続きを完了することができなかった場合等は、ドーピング防止規則違反となる可能性があります。ドーピング防止規則違反と判断された場合には、日本ドーピング防止規程に基づき制裁等を受けることになるので留意してください。・日本ドーピング防止規程の詳細内容及びドーピング検査については、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構のウエブサイトhttp://www.realchampion.jp/ にて確認すること。◆募　集 計70チーム（先着）◆募集締切 平成2６年 6月2７日（金）必着◆参加料 1チーム1３万円　※荒天などや参加者の安全上、止むを得ず大会を中止した場合、参加料は返金できません。　　参加賞は後日、チーム代表者に郵送などの方法でお渡しします。◆表　彰 各種目上位3チームを表彰します。　※オープンと男女混合は準決勝に進出しないチーム同士による「B決勝戦」を実施する予定。上位３チームを表彰。◎申込方法 参加料をお振込のうえ、所定の申込用紙に必要事項を記入して郵送して下さい。A団体登録チームのみ、No.4「乗艇員確認票」が別途必要です。※なお、参加料のお支払いは現金書留でも受け付けします。◎一般社団法人日本ドラゴンボート協会ホームページ　　http://www.jdba-dragonboat.com/
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【【【【申込方法申込方法申込方法申込方法】】】】★大会申込方法参加料をお振込のうえ、No.1～No.5の用紙に必要事項を記入し、下記まで郵送して下さい。各書類は締切日が異なりますのでご注意ください。参加料は現金書留でも受け付けします。・必要書類No.1 「参加チーム申込書」 6月2７日（金）必着No.2 「チームご紹介資料」 6月2７日（金）必着No.3 「出場選手票」 7月  ７日（月）必着　※変更最終締切は、監督会議までとします。No.4 「乗艇員確認票」 A団体登録チームのみ ＝ 7月1２日（土）監督会議で提出No.5 「団体登録申請書」 ・B団体未登録チーム ＝ 6月2７日（金）必着・A団体未登録チーム ＝ 7月  ７日（月）までに、選手登録を完了してください。・参加料　1チーム　1３万円 6月2７日（金）必着※B団体登録チームで交替要員が4名以上の場合、4人目から1人に付き別途4,000円の参加料が必要です。・協会団体登録料　1チーム　1万円（A団体会員、及びB団体会員とも）※参加全チームは、必ず団体登録が必要。すでに新年度に登録済み団体は不要です。※一般社団法人日本ドラゴンボート協会へのA団体、B団体登録並びに個人会員登録については、No.5以下の会員入会書に必要事項を記入し、　チーム所在地の協会、チーム所在地に都道府県協会がない場合は日本協会宛てに申請書と登録料を添えて現金書留でお送りください。※詳しくは、http://www.jdba-dragonboat.com/index.php?itemid=30　　　JDBA事務局　e-mail: jdbahq924@yahoo.co.jp◎ 協会A団体登録料一般社団法人日本ドラゴンボート協会のA団体会員登録は、別途、No.6以降の「個人登録用紙」に必要事項を記入してください。登録料は、1万円（団体登録料）＋＠2,000×登録人数（登録人数は問いません）＝合計金額です。なお、日本選手権以降の登録者の追加は原則的にできません。※詳しくは、http://www.jdba-dragonboat.com/index.php?itemid=30　・登録の問い合わせ：JDBA事務局　e-mail: jdbahq924@yahoo.co.jp★お振込先三菱東京UFJ銀行　堂島支店　普通預金口座 5288023　サンスポ事業部※No.1 「参加チーム申込書」に必ず振込名義を記入してください。★問い合わせ先・申込先〒556－8663　大阪市浪速区湊町2－1－57　　サンケイスポーツ事業部内　「日本国際ドラゴンボート選手権大会事務局」係　　　　　　　　　　　TEL：06－6633－5833　※土日祝日を除く午前10時～午後5時までFAX：06－6633－5695Eメール：o-spo-jigyo@sankei.co.jp★監督会議と　き　　7月1９日（土）　午後7時～午後8時ところ　「大阪キャッスルホテル」　　大阪市中央区天満橋京町1番1号電 話　　06－6942－2401☆個人情報・その他重要主催者は、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を遵守し、主催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取扱います。各チームの選手の個人情報は、事故発生時の緊急連絡及び本人確認のために使用します。また、大会の記録発表（新聞報道、大会プログラム掲載等）に使用します。代表者、事務連絡者には、郵送または電話、メールで大会の連絡やドラゴンボートに関する他の大会情報、一般社団法人日本ドラゴンボート協会の委託業者から商品の案内をする場合があります。また、No.4の「乗艇員確認票」で提出された各選手の写真は、大会時での招集場所での本人確認、また大会参加のIDカードとして使用する場合がありますので、その旨を了承の上、ご参加ください。◎駐車場について選手専用の駐車場はありません。最寄りの有料駐車場（天満八軒家駐車場、タイムズ等）をご利用ください。違法駐車等のないように、各チーム代表は充分注意してください。



    天神祭奉納天神祭奉納天神祭奉納天神祭奉納　　　　　　　　201201201201４４４４日本国際日本国際日本国際日本国際ドラゴンボートドラゴンボートドラゴンボートドラゴンボート選手権大会選手権大会選手権大会選手権大会

No.1No.1No.1No.1　　　　参加参加参加参加チームチームチームチーム申込書申込書申込書申込書 ※※※※No.1No.1No.1No.1・・・・No.2No.2No.2No.2はははは6666月月月月2222７７７７日日日日((((金金金金))))締締締締めめめめ切切切切りですりですりですりです参加チームと参加メンバーはレース前、中、後の事故についてその責任を負い、主催者ほか関係各団体に一切異議を唱えないことを約束して参加を申し込みます。（主催、後援、主管、特別協賛、協賛、協力の各団体は参加者に対し、レース中の事故に対し、応急処置のほかは一切責任を負わない。また、参加者は事前に医師の診断を受けること）チーム名：　　　 チーム所在地（都道府県と市区町村） 都　道 　　　　　　　　　府　県 登録申請協会　　　　　　 □ A団体登録 □ B団体登録 市　区　　　　　　　　　　　　町　村代 表 者： 印 住 所 〒 Tel.監 督 名： 印 住 所 〒 Tel.キャプテン： 印 住 所 〒 Tel.※※※※記入記入記入記入いただいたいただいたいただいたいただいた個人情報個人情報個人情報個人情報についてはについてはについてはについては、、、、大会大会大会大会のののの事務連絡事務連絡事務連絡事務連絡、、、、他他他他ののののドラゴンボートドラゴンボートドラゴンボートドラゴンボート大会大会大会大会のののの案内案内案内案内、、、、またまたまたまた大会当日大会当日大会当日大会当日・・・・前後前後前後前後ののののJADAJADAJADAJADAののののドーピングドーピングドーピングドーピング検査検査検査検査にににに利用利用利用利用しますのでしますのでしますのでしますので、、、、　　　　そのそのそのその旨旨旨旨をををを了承了承了承了承のののの上上上上、、、、おおおお申込申込申込申込みみみみ下下下下さいさいさいさい。。。。なおなおなおなお、、、、大会終了後大会役員大会終了後大会役員大会終了後大会役員大会終了後大会役員からからからからドーピングドーピングドーピングドーピング検査検査検査検査をををを指示指示指示指示されたされたされたされた選手選手選手選手はははは必必必必ずずずず検査検査検査検査をををを受受受受けてけてけてけて下下下下さいさいさいさい。。。。万万万万がががが一拒否一拒否一拒否一拒否されたされたされたされた場合場合場合場合はははは、、、、　　　　本人本人本人本人だけでなくだけでなくだけでなくだけでなくチームチームチームチームがががが失格失格失格失格となるとともにとなるとともにとなるとともにとなるとともに、、、、日本日本日本日本アンチドーピングアンチドーピングアンチドーピングアンチドーピング機構機構機構機構よりよりよりより拒否選手拒否選手拒否選手拒否選手にににに対対対対してしてしてして制裁措置制裁措置制裁措置制裁措置がががが取取取取られますられますられますられます。。。。事務担当責任者：本大会の事務連絡等必ず連絡の取れる方 印住 所 〒　 Tel.住所が会社の場合は会社名・部署を必ずご記入下さい 勤務先Tel.EEEE----mailmailmailmail    ((((必必必必ずごずごずごずご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。本大会本大会本大会本大会のののの事務連絡等事務連絡等事務連絡等事務連絡等ををををメールメールメールメールしますしますしますします。。。。携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話ののののアドレスアドレスアドレスアドレスはごはごはごはご遠慮願遠慮願遠慮願遠慮願いますいますいますいます。。。。））））
● 出場種目

1 オープン選手権　（※性別を問わない。男女混合との重複乗艇不可）
2 女子選手権　（※太鼓手、舵取男性可。舵取り派遣可。自己責任の上で他のカテゴリーとの重複乗艇を可とする）
3 男女混合選手権　（※漕手が男女いずれも8名以上。オープンとの重複乗艇不可）
4 シニア選手権　（※クルー全員が満40歳以上。舵取り派遣可。自己責任の上で他のカテゴリーとの重複乗艇を可とする）

● 公式練習会　参加申込チームは、7月12日（土）、13日（日）のうち1回、大阪北港ヨットハーバーでチーム練習会を無料で行うことができます。12日は午前11時、13日は午前10時乗艇から。両日とも午後3時の乗艇開始までで、練習時間は1時間です。　なお、遠隔地から参加のチームにつきましては、大会前日の7月19日（土）、午後1時乗艇から午後3時乗艇の間で、桜ノ宮で　1時間の練習が可能です。
必要 不要

第 1希望 （　　　日 午前・午後）

第 2希望 （　　　日 午前・午後）※ 練習会日時の決定は申し込み順を原則とし、6月27日の締め切り後、調整のうえ、各チームの事務担当責任者にE-mailにて連絡させていただきます。
● 舵取り派遣 必要 不要※ A団体登録チーム及び各決勝戦では舵取り派遣はできません。協会派遣舵取りは、事故、レース結果等について一切の責任を負いません。
● 参加料 振込名義人： 振込日： 月 日参加料 1チーム130,000円 金額 円交替要員追加 （1人5,000円× 人） 金額 円円●　必ずＡ団体またはＢ団体の登録が必要です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくはＪＤＢＡのホームページhttp://www.jdba-dragonboat.com/index.php?itemid=30　をご覧ください。振込合計金額 円
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No.2No.2No.2No.2　　　　チームチームチームチームごごごご紹介資料紹介資料紹介資料紹介資料 ※※※※No.1No.1No.1No.1・・・・No.2No.2No.2No.2はははは6666月月月月2222７７７７日日日日((((金金金金))))締締締締めめめめ切切切切りですりですりですりです    データで送る場合は、下記アドレスへお願いします。
o-spo-jigyo@sankei.co.jp◇チーム名 ◇出場種目　　　　　　　　チームチームチームチーム紹介文紹介文紹介文紹介文（（（（200200200200字以内字以内字以内字以内））））

チームチームチームチーム写真写真写真写真
写真は返却できません。※本写真は、チーム紹介欄に掲載します。写真の裏面にチーム名をご記入ください
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No.3No.3No.3No.3　　　　出場選手票出場選手票出場選手票出場選手票 ※※※※No.3No.3No.3No.3はははは7777月月月月７７７７日日日日((((月月月月))))締締締締めめめめ切切切切りですりですりですりです各参加チームとメンバーはレース前、中、後の事故についてその責任を負い、主催者ほか関係各団体に一切異議を唱えないことを約束して参加を申し込みます。（主催、後援、主管、特別協賛、協賛、協力の各団体は参加者に対し、レース中の事故及び内因的事故に対し、応急処置のほかは一切責任を負わない。また、参加者は事前に医師の診断を受けること）◇チーム名 ◇出場種目　　　　　　　　代 表 者： 印 住 所 〒 Tel.監 督 名： 印 住 所 〒 Tel.キャプテン： 印 住 所 〒 Tel.※※※※記入記入記入記入いただいたいただいたいただいたいただいた個人情報個人情報個人情報個人情報についてはについてはについてはについては、、、、大会大会大会大会のののの事務連絡事務連絡事務連絡事務連絡、、、、他他他他ののののドラゴンボートドラゴンボートドラゴンボートドラゴンボート大会大会大会大会のののの案内案内案内案内、、、、またまたまたまた大会当日大会当日大会当日大会当日・・・・前後前後前後前後ののののJADAJADAJADAJADAののののドーピングドーピングドーピングドーピング検査検査検査検査にににに利用利用利用利用しますのでしますのでしますのでしますので、、、、　　　　そのそのそのその旨旨旨旨をををを了承了承了承了承のののの上上上上、、、、おおおお申込申込申込申込みみみみ下下下下さいさいさいさい。。。。なおなおなおなお、、、、大会終了後大会役員大会終了後大会役員大会終了後大会役員大会終了後大会役員からからからからドーピングドーピングドーピングドーピング検査検査検査検査をををを指示指示指示指示されたされたされたされた選手選手選手選手はははは必必必必ずずずず検査検査検査検査をををを受受受受けてけてけてけて下下下下さいさいさいさい。。。。万万万万がががが一拒否一拒否一拒否一拒否されたされたされたされた場合場合場合場合はははは、、、、　　　　本人本人本人本人だけでなくだけでなくだけでなくだけでなくチームチームチームチームがががが失格失格失格失格となるとともにとなるとともにとなるとともにとなるとともに、、、、日本日本日本日本アンチドーピングアンチドーピングアンチドーピングアンチドーピング機構機構機構機構よりよりよりより拒否選手拒否選手拒否選手拒否選手にににに対対対対してしてしてして制裁措置制裁措置制裁措置制裁措置がががが取取取取られますられますられますられます。。。。No. ポジション 氏　名 性別 年齢 住　　所　　 電話 未成年の場合、保護者の氏名・承諾印１ 鼓　手 〒２ 舵取り 〒３ 漕　手 〒４ 漕　手 〒５ 漕　手 〒６ 漕　手 〒７ 漕　手 〒８ 漕　手 〒９ 漕　手 〒１０ 漕　手 〒１１ 漕　手 〒１２ 漕　手 〒１３ 漕　手 〒１４ 漕　手 〒１５ 漕　手 〒１６ 漕　手 〒１７ 漕　手 〒１８ 漕　手 〒１９ 漕　手 〒２０ 漕　手 〒２１ 漕　手 〒２２ 漕　手 〒２３ サ　ブ 〒２４ サ　ブ 〒２５ サ　ブ 〒＜以降、追加の参加料（1人あたり＝5,000円）がかかります。　※B団体登録チームのみ使用可。＞２６ サ　ブ 〒２７ サ　ブ 〒２８ サ　ブ 〒２９ サ　ブ 〒３０ サ　ブ 〒※出場選手の変更は、大会前日の    監督会議開始前監督会議開始前監督会議開始前監督会議開始前までまでまでまで    に文書にて変更の上、再度、同じ書類（No.3）を提出のこと。



    天神祭奉納天神祭奉納天神祭奉納天神祭奉納　　　　　　　　201201201201４４４４日本国際日本国際日本国際日本国際ドラゴンボートドラゴンボートドラゴンボートドラゴンボート選手権大会選手権大会選手権大会選手権大会

No.4No.4No.4No.4　　　　乗艇員確認票乗艇員確認票乗艇員確認票乗艇員確認票 ※※※※AAAA団体登録団体登録団体登録団体登録チームチームチームチームのみのみのみのみ7777月月月月1111７７７７日日日日((((木木木木))))までまでまでまで提出提出提出提出サイズ=3cm×3.5cmの正面顔写真（背景なし・無帽）を添付してください。写真は返却不可。写真は画質が良ければ携帯写真で撮影した物のデータでも可。7月1７日（木）午前中までに郵送・メール等で大会事務局に提出してください。提出後の変更はできません。◇チーム名 ◇出場種目　　　　　　　　
1 2 3 4 5鼓手氏名 舵取り氏名 漕手氏名 漕手氏名 漕手氏名登録番号 登録番号 登録番号 登録番号 登録番号
6 7 8 9 10漕手氏名 漕手氏名 漕手氏名 漕手氏名 漕手氏名登録番号 登録番号 登録番号 登録番号 登録番号
11 12 13 14 15漕手氏名 漕手氏名 漕手氏名 漕手氏名 漕手氏名登録番号 登録番号 登録番号 登録番号 登録番号
16 17 18 19 20漕手氏名 漕手氏名 漕手氏名 漕手氏名 漕手氏名登録番号 登録番号 登録番号 登録番号 登録番号
21 22 23 24 25漕手氏名 漕手氏名 漕手氏名 漕手氏名 漕手氏名登録番号 登録番号 登録番号 登録番号 登録番号※No.4乗艇員確認票＝１７日までに提出して下さい。それ以降の変更は認めません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※肖像権等について＝提出された個人写真は、大会運営にのみ使用します。尚、レース中に撮影した写真等の著作権・肖像権は、   主催者に帰属します。本件を了承の上、各選手はご参加下さい。


