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第14回IDBF世界ドラゴンボート選手権最終代表選考会

②日　時 平成30年7月15日（日）　午前８時２0分開会

大川特設２５０ｍコース（天満橋～天神橋間）

⑤種　目・募　集

２．女子日本選手権　　　  　 　５チーム（太鼓手、舵取りは男性可。自己責任で他カテゴリー重複可）
３．混合日本選手権       　　３５チーム（漕ぎ手が男女いずれも8人以上。ｵｰﾌﾟﾝとの重複乗艇不可）

４．シニア日本選手権        　 ５チーム（全員が40歳以上で舵取り派遣可。自己責任で他カテゴリー重複可）

１０チーム（性別を問わない。自己責任で他カテゴリーとの重複可）

満１５歳以上（2018年1月1日現在）の健康な男女。
日本ドラゴンボート協会Ａ団体登録またはＢ団体登録の事。※スモール選手権は登録不要。

◇主　催

◇後　援

◇主　管
◇協　賛
◇協　力
◆競技方法 ⑤１～４はトーナメント戦、⑤５はレースのタイム合計で着順を決定します。

◆編　成
（A団体登録チーム）

(B団体登録チーム） 1チーム25人～最大30人（漕手20人、舵取り1人、太鼓手1人、交替３～8人）※最少漕手16人

（スモール選手権大会）１チーム最大15人（漕手１０人、舵取り１人、太鼓手１人、交替３人）※最少漕手８人

◆IDBF世界選手権

◆表　彰

◆ドーピング検査

◆募　集 合計８０チーム（各種目とも先着）

◆募集締切 平成29年6月22日（金）必着

◆参加料 ⑤の１～４は、１チーム13万円＋登録料。　⑤の５は、1チーム6万5千円のみ。

◆申込方法

◆申込・問合せ先 〒５５６－８６６３　大阪市浪速区湊町２－１－５７　（一社）日本ドラゴンボート協会「天神係」
☎　０６・６６３３・５００５ ※土日・祝日除く午前10時～午後5時まで
e-mail:t.tani@sankei.co.jp

◎IDBF世界選手権選考ポイント予選会のポイントと最終選考会の２大会のポイント合計とする。同点の場合は日本選手権の成績を上位とする。

大会名 １位 ２位 ３位
東京大会予選会 ５ポイント ２．５ポイント １ポイント
日本選手権最終選考会 １０ポイント ５ポイント ２ポイント

大阪・大川　八軒家浜前及び南天満公園（地下鉄谷町線・京阪電車　天満橋下車すぐ）

スポーツ庁　大阪府　大阪府教育委員会　大阪市　大阪市教育委員会

※スモール選手権は20人漕艇を使用、10人漕ぎで競漕します。

未定

広瀬産業海運、明生病院ほか

1チーム最大25人（漕手20人、舵取り1人、太鼓手1人、交替3人）※最少漕手16人

※「Ａ団体登録とは、１～４に参加しIDBF/ADBF主催の世界選手権やアジア選手権、ＪＤＢＡが定める国際大会に参加希望するチーム。
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※参加者は、事前に医師の診断を受けてその指示に従ってください。参加者の安全上、ペースメーカーを装着して参加すること
はできません。主催、後援、主管、協賛、協力の各団体は、参加者に対して、応急手当以上の責任は負いません。その点を了承
の上、ご参加ください。また、未成年者の参加には、保護者の承諾印が必要です。

本競技会は、日本アンチ・ドーピング規程に基づくドーピングコントロール大会です。本競技会参加者は、全員エント
リーした時点でドーピング検査を受けることに同意したと見做します。Ａ団体登録の未成年者（20歳未満）選手は、
親権者からの「同意書」（日本アンチドーピング機構ＨＰより入手）を5月5日（厳守・必着）までに日本ドラゴンボート協
会事務局　谷宛てに（〒556-8663住所不要）郵送・提出ください。尚、ドーピング検査を拒否した場合は、ドーピング
防止規則違反として処分されますのでご注意ください。

１～５の各種目の成績上位3チームを表彰。また、オープン、混合で準決勝に進出しない５チームによる「Ｂ
決勝」の成績上位３チームを表彰します。　特別レースは、表彰はありません。

※荒天など参加者の安全上、止むを得ず大会を中止した場合は参加料は返金しません。参加賞等は、後日チーム代表者
に郵送するなどの方法でお渡しいたします。

【開催要項】

サンケイスポーツ　産経新聞社

１．オープン日本選手権　　 ２５チーム（性別を問わない。混合との重複乗艇不可）

④コース

　　　　（先着）

⑥資　格

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

③会　場

①大会名
　第14回IDBF世界ドラゴンボート選手権大会最終代表選考会

日本国籍を有するＪＤＢＡのＡ団体登録チーム・選手で、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
の第14回IDBF世界選手権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10点、2位5点、3位2点とす
る。

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

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

※「Ｂ団体登録とは、１～４に参加するチーム。交替要員が４人以上の場合、４人目から１人５千円の参加料が必要。最少漕手16人。

　　　　　■同時開催　　大阪府知事杯　スモール選手権大会

大会参加申込は、次ページの「申込み方法」をよく読んで必要書類と参加料等を、（一社）日本ド
ラゴンボート協会「天神大会」係までメールはたは郵送してください。

５．大阪府知事杯スモール選手権



★大会申込み方法

・ 参加料と登録料の合計を下記銀行に振り込んでください。
・ 各申込み用紙は必要事項を記入の上、下記日本ドラゴンボート協会　谷宛てにメールか郵送してください。

①第１４回ＩDBF世界選手権選考会に参加希望するＡ団体登録チーム
・必要書類 Ｎｏ１ 「大会参加申込書」 ６月２２日（金） 必　着

Ｎｏ２ 「チーム紹介文・写真」 ６月２２日（金） 必　着 　
Ｎｏ３ 「Ａ団体乗艇確認票」 　 ６月２２日（金） 必　着
Ｎｏ４ 「Ａ団体登録用紙」 ６月２２日（金） 必　着
Ｎｏ５～６ 「Ａ団体個人登録用紙」 ６月２２日（金） 必　着
Ｎｏ７～９ 「Ａ団体個人登録写真」 ６月２２日（金） 必　着

◆必要書類郵送先（メール送信可　　日本ドラゴンボート協会アドレス：t.tani@sankei.co.jp ）
〒５５６－８６６３　大阪市浪速区湊町２－１－５７　
一般社団法人　日本ドラゴンボート協会　「天神大会」係
☎０６・６６３３・５００５ ＦＡＸ：０６・６６３３・５６９５

・参加料 １チーム　　１３万円 ６月末まで
・登録料 １チーム　　１万円＋個人登録料（１人2,000円×人数） ６月末まで

※参加料と登録料の合計金額を振り込んでください。

◆お振込先 三井住友銀行難波支店　普通預金口座　７６６５３４２　ニホンドラゴンボートキョウカイ　タニ　タツヤ

※Ｎｏ１の参加申込書に、必ず振込名義と振込日を記入してください。

②第１４回ＩDBF世界選手権選考会に参加を希望しないＢ団体登録チーム

・必要書類 Ｎｏ１ 「参加申込書」 ６月２２日（金） 必　着
Ｎｏ２ 「チーム紹介文・写真」 ６月２２日（金） 必　着 　

◆必要書類郵送先（メール送信可　日本ドラゴンボート協会アドレス：t.tani@sankei.co.jp　　）
〒５５６－８６６３　大阪市浪速区湊町２－１－５７　
一般社団法人　日本ドラゴンボート協会　「天神大会」係
☎０６・６６３３・５００５ ＦＡＸ：０６・６６３３・５６９５

・参加料 １チーム　　１３万円＋交代要員４人目以降１人５千円 ６月末まで
・登録料 １チーム　　１万円 ６月末まで

※参加料と登録料の合計金額を振り込んでください。

◆お振込先 三井住友銀行難波支店　普通預金口座　７６６５３４２　ニホンドラゴンボートキョウカイ　タニ　タツヤ

※Ｎｏ１の参加申込書に、必ず振込名義と振込日を記入してください。

③スモール選手権大会に参加するチーム
下記の必要書類を郵送の上、参加料６万５千円を振り込んでください。
・必要書類 Ｎｏ１ 「参加申込書」 ６月２２日（金） 必　着

Ｎｏ２ 「チーム紹介文・写真」 ６月２２日（金） 必　着
◆お振込先 三井住友銀行難波支店　普通預金口座　７６６５３４２　ニホンドラゴンボートキョウカイタニ　タツヤ

◆必要書類郵送先 〒５５６－８６６３大阪市浪速区湊町２－１－５７　日本ドラゴンボート協会　「天神大会」係

※データのメール送信可　　　日本ドラゴンボート協会アドレス：t.tani@sankei.co.jp　

※Ｎｏ１の参加申込書に、必ず振込名義と振込日を記入してください。

★監督会議・組合せ抽選会

・と　き 7月14日（土）　　午後6時～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）
・☎ ０６・６９４２・２４０１

★個人情報・その他重要

◎駐車場について

　大会主催者は、個人情報保護に関する法律及び関連法令を順守し、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と日本アンチドーピング機構によるドーピング検査
の本人確認のために使用いたします。また、会場で撮影した写真を新聞報道、大会プログラムにも掲載いたします。また、Ａ団体
登録者の個人写真は、会場で「乗艇確認」に使用します。代表者、事務連絡者には、電話、またはメール、郵送で大会の連絡をす
るほか、ドラゴンボートに関する情報を連絡しますので、以上の点を了承の上、ご参加ください。また、大会前、中の飲酒は厳禁で
す。飲酒が判明した場合、その責任は本人だけでなくチーム全体に及びます。
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　会場には選手専用の駐車場はありません。最寄の有料駐車場（天満八軒家駐車場、タイムズ等）をご利用ください。近隣で駐
車違反の無いように、各チーム代表は、充分注意してください。

【申込み方法】



Ｎｏ１　大会参加申込書

□ Ａ団体登録 □ Ｂ団体登録

代表者： 印 住所　〒 Tel

監督名： 印 住所　〒 Tel

印 住所　〒 Tel
参加料・登録料銀行振込名義人名： 振込日：

事務担当責任者（本大会の事務連絡に使用します） 印

Tel

Ｅ－ｍａｉｌ：（必ずご記入ください。本大会の事務連絡等をメールします。携帯電話のアドレスはご遠慮願います） 勤務先Tel

●出場種目※☑してください。

1 □
2 □ 女子選手権（太鼓手、舵取りは男性可。自己責任で他カテゴリー重複可）

3 □ 混合選手権（漕ぎ手が男女いずれも8人以上。ｵｰﾌﾟﾝとの重複乗艇不可）

4 □ シニア選手権（全員が40歳以上で舵取り派遣可。自己責任で他カテゴリー重複可）

5 □ 大阪府知事杯スモール選手権（性別を問わない。自己責任で他カテゴリーとの重複可）

●公式練習会

第1希望 （ 午前・後 時から1時間　）
第２希望 （ 午前・後 時から1時間　）

●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派遣できません。レース結果については責任を負いません。

●出場選手票 ※出場選手変更の場合は、７月９日（月）までにNo1の書類をメール（t.tani@sankei.co.jp）送信ください。

No 性別年齢

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

以降、追加の参加料として１人あたり5,000円がかかります。　※25人以上の登録は、Ｂ団体登録チームのみ可。

26
27

28

29

30

漕手

漕手

漕手

〒

〒

舵取

漕手

印

〒

〒

〒

電　話

※住所が会社の場合は、会社名、部署名を必ずご記入ください。

ｵｰﾌﾟﾝ選手権（性別を問わない。混合との重複乗艇不可）

7月14日（土の午前10時から午後4時まで大阪・桜ノ宮で1チーム50分間の公式練習会を行います。特に午後の練習時間帯は、遠隔地チー
ムを優先いたしますので、ご了承ください。

〒

氏　名

キャプテン：

（都道府県と市町村）
市区町村

太鼓手

住　所 〒

登録申請協会

チーム所在地チーム名： 都道府県
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ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ

※練習日時は、午後は遠隔地優先で申込み順を原則とし、6月23日
の締切後に時間調整の上、各事務担当連絡者にメールで連絡いた
します。

住　　所 未成年者保護者承諾
印

　参加チームとメンバーは、レース前、中、後の事故に対してその責任を負い、主催者及び関係各団体は責任を負わないことを約束して参加します。主催者は大会
中、応急手当以上の責任は負いません。未成年者の参加は保護者が承認し、引率は当方で責任持って行います。参加メンバーは事前に医師の診断を受けその指
示に従います。

Ｎｏ１は６月２２日（金）締切厳守。

漕手

漕手

漕手

漕手

〒

〒

漕手

漕手

漕手

漕手

漕手

漕手

漕手

漕手

漕手

漕手

サブ

漕手

サブ

サブ

サブ

サブ

サブ

サブ
サブ

漕手 〒

〒

〒

〒

〒

〒

〒

〒

〒

〒

〒

〒

〒

〒

〒

〒

〒

〒

〒

〒

〒

〒

全種目提出下さい



Ｎｏ２　チーム紹介資料 No1,No2は６月２２日（金）締切厳守。

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。

チーム紹介文（２００字以内）

チーム写真

◇出場種目
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◇チーム名

Ａ・Ｂ団体とも提出して下さい



Ｎｏ３　乗艇確認票

太鼓手 舵取 漕手 漕手 漕手

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

漕手 漕手 漕手 漕手 漕手

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

漕手 漕手 漕手 漕手 漕手

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

漕手 漕手 漕手 漕手 漕手

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

漕手 漕手 漕手 漕手 漕手

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

　２０１８日本国際ドラゴンボート選手権大会　
Ａ団体のみ提出して下さい Ｎｏ３は６月２２日（金）締切厳守。

◇出場種目◇チーム名

写真は、正面向き、無帽、背景なしで３か月以内に撮影したもの。返却不可。大会での乗艇チェックに使用いたします。肖像権は主催者に帰属します。
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平成 年 月 日

◆チーム名 ◆所在地（都道府県市町村）

◆代表者（ふりがな）

◆代表者住所
◆電話番号・携帯

◆Eﾒｰﾙ（携帯不可）

● 登録料等振込名義人

◆ 登録用紙送付先・問い合わせ先

①

② 滋賀県ドラゴンボート協会 〒520-0101滋賀県大津市雄琴５－２６５－１　オーパル内　山脇宛　Ｔｅｌ：０７７－５７９－７１１１

③ 大阪府ドラゴンボート協会 〒582-0003大阪府柏原市堂島町２－１７－７０３　木村一郎宛　Ｔｅｌ・Ｆａｘ：０７２－９１５－３９９０

④ 兵庫県ドラゴンボート協会 〒657-0035神戸市灘区友田町４丁目１－３－７０２　下野展男宛　Ｔｅｌ：０７８－８５６－２４２６

⑤ 和歌山県ドラゴンボート協会〒640-8577和歌山市湊本町３丁目３番地　和歌山放送内　中村和哉宛　Ｔｅｌ：０９０－１８９０－９３９４

⑥ 愛知県ドラゴンボート協会 〒453-0017名古屋市中村区則武本通り１－３７メゾン則武３０１号　有坂正和宛

⑦ 上記以外はー（郵送先・振込先）

日本ドラゴンボート協会 〒556-8663大阪市浪速区湊町２－１－５７　谷達也宛　Ｔｅｌ：０６－６６３３－５００５

振込先： 三井住友銀行難波支店　普通預金口座　７６６５３４２　日本ドラゴンボート協会タニ　タツヤ

※Ｎｏ６の「団体用紙」に必ず振込名義・振込日をご記入してください。

◆Ａ団体登録

◆Ｂ団体登録

◆都道府県協会登録

◎ 重要

※上記情報は、日本ドラゴンボート協会より連絡用及び競技啓蒙資料を送付いたします。その点を了承の上、ご記入「ください。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　

（一社）日本ドラゴンボート協会　会長　小野清子様

私達は、（一社）日本ドラゴンボート協会の定款と2018年度競技規則を順守し、社会の範となり、ドラゴンボート界を代表する
にふさわしい言動と行動を常に心がけ、ドラゴンボートの発展に寄与することをここに誓い、登録料を添えてここに申請いたし
ます。また、大会参加に際しては、各選手の健康と安全に配慮し、心臓病や疾患にも気を配り、練習中、大会中の事故に責
任を負うことを誓います。

〒

Ｎｏ４

チーム所在地の下記地方協会または日本ドラゴンボート協会に登録用紙と登録料を添えて郵送またはお振込みください。

東京都ドラゴンボート協会 〒104-0054東京都中央区勝どき３－１５－３　勝どきﾏﾘｰﾅ内　斎藤宛　Ｔｅｌ：０３－３５３１－７８３３
東京協会に登録は、当申込書に代表者捺印の上、上記住所まで郵送してください。◇振込の場合は、
三菱東京ＵＦＪ銀行　日本橋中央支店　普通預金番号５６９２２３９　口座名：ニホン　リュウシュウ　キョ
ウカイ

①構成員が１５人以上で、全員が単一団体の所属でなければならない（重複登録禁止）。②団体登録とともに所属するメン
バー全員が個人名で登録を行うとともに、規定の年会費を納入しなければならない。③日本ドラゴンボート協会主催、主管の
日本選手権及び一般競技会への優先的出場権を有する。④ＩＤＢＦ、ＡＤＢＦ、ＪＤＢＡが管轄する内外の選手権レース（ＩＤＢＦ
世界選手権、ＡＤＢＦアジア選手権）及びＪＯＣ派遣のレース（アジア競技会、東アジア大会、アジアビーチゲームズ等）に招待
された場合は、その出場資格を有する。⑤登録料は、年間１団体１万円＋選手１人２０００円とする。尚④の国際大会に出場
を目指すチームは、選考会と翌年大会が開催される２年間にわたり登録しなければならない。⑥登録人数は、１団体の登録
人数は問いませんが、１カテゴリーの最大出場チームは２チームまで。登録は、Ａ団体、Ｂ団体に関わらず、１人１団体の登
録に限ります。他チームとの「二重登録」はできません。大会では、他チーム、他種目にまたがって参加できません。（シニ

①団体登録し、規定の年会費を納入しなければならない。②ＩＤＢＦ，ＡＤＢＦが主催・主管する各国の大会（世界選手権、アジ
ア選手権、アジア競技会、東アジア競技会、アジアビーチゲームズを除く）への優先出場資格を有する。③登録料は、年間１
団体１万円。１団体の登録人数は問いませんが、１カテゴリーの団体登録は２チームまで。

日本ドラゴンボート協会に所属し、定款、競技規則を順守する各都道府県協会。

Ａ団体・Ｂ団体とも提出してください。

2018年度（一社）日本ドラゴンボート協会　Ａ・Ｂ団体登録用紙（Ａ団体・Ｂ団体・都道府県・終身・個人）

（一社）日本ドラゴンボート協会では、ＪＡＤＡ（日本アンチ・ドーピング機構）に加盟し、選手の健全な競技生活保持の為に努めています。ＪＡ
ＤＡでは、各競技団体を対象に、団体に登録する各個人を対象に、ドーピング検査（尿検査・血液検査）を実施しています。本協会でもＡ団
体登録者を対象に「登録検査対象リスト」をご提出リストを基に作成し、ＪＡＤＡが実施する個人選手への抜き打ち検査（AM5:00-PM11:00頃
までに個別に検査員が職場や自宅をアポイントなしで訪問し、検査を実施する事）に協力しています。これに伴い、日本ドラゴンボート協会
では、Ａ登録チームから提出された個人情報をＪＡＤＡ事務局に「検査情報」として提供いたしますので、その点を各選手に充分説明、承認
の上、選手名簿を提出してください。尚、ドーピング検査に関して、持病の治療目的で禁止薬物を使用しなければならない場合は、ＴＵＥ（除
外措置）申請が必ず必要です。その他、ドーピングに関する質問、ご相談は、ＪＡＤＡホームページをご覧の上、日本ドラゴンボート協会事務

局　谷までご連絡ください。E-mail:t.tani@sankei.co.jp

ドーピングについて



No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

電　話

チーム名：

氏　　名 性別 年齢 〒 住　　　　　所

Ｎｏ５ 2018年度（一社）日本ドラゴンボート協会　Ａ団体個人登録用紙①（Ａ団体のみ）

Ａ団体のみ提出して下さい



No
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

氏　　名 性別 年齢 〒 住　　　　　所 電　話

Ｎｏ６ 2018年度（一社）日本ドラゴンボート協会　Ａ団体個人登録用紙②（Ａ団体のみ）

Ａ団体のみ提出くださいチーム名：



1 2 3 4 5

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

6 7 8 9 10

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

11 12 13 14 15

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

16 17 18 19 20

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

21 22 23 24 25

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

Ｎｏ７ 2018年度（一社）日本ドラゴンボート協会　Ａ団体個人写真用紙①（Ａ団体のみ）

チーム名： Ａ団体のみ提出して下さい
写真は、正面、無帽、背景なしで３か月以内に撮影したもの。返却不可。大会での乗艇チェックに使用いたします。肖像権は主催者に帰属します。



26 27 28 29 30

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

31 32 33 34 35

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

36 37 38 39 40

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

41 42 43 44 45

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

46 47 48 49 50

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

Ｎｏ８ 2018年度（一社）日本ドラゴンボート協会　Ａ団体個人写真用紙②（Ａ団体のみ）

チーム名： Ａ団体のみ提出して下さい
写真は、正面、無帽、背景なしで３か月以内に撮影したもの。返却不可。大会での乗艇チェックに使用いたします。肖像権は主催者に帰属します。



51 52 53 54 55

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

56 57 58 59 60

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

61 62 63 64 65

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

66 67 68 69 70

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

71 72 73 74 75

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

Ｎｏ９ 2018年度（一社）日本ドラゴンボート協会　Ａ団体個人写真用紙③（Ａ団体のみ）

チーム名： Ａ団体のみ提出して下さい
写真は、正面、無帽、背景なしで３か月以内に撮影したもの。返却不可。大会での乗艇チェックに使用いたします。肖像権は主催者に帰属します。



※レース時間内に、「アジア競技会選考レース」を実施。

決　　勝

21 13:40 オープン ５艇

33 17:40 オープン ５艇

32 17:25 混合 ５艇 決　　勝

19 13:05 混合 ４艇

29 16:20

混合２３チーム、オープン１７チームが参加した場合で、１０人漕ぎのスモールは先着１０チーム参加で１－２回戦の合計タイムで競います。
女子、シニアはポイント制です。

31 17:10 シニア ５艇 ２回戦

20 13:20 オープン ５艇

オープン ５艇 Ｂ決勝

30 16:40 女子 ５艇 ２回戦

27 15:40 オープン ５艇 準決勝２組

28 16:05 混合 ５艇 Ｂ決勝

25 15:05 混合 ５艇 準決勝２組

26 15:20 オープン ５艇 準決勝１組

23 14:20 フレンドシップ

24 14:40 混合 ５艇 準決勝１組

敗復２組

22 14:05 オープン ５艇 敗復３組

敗復４組

敗復１組

17 12:40 混合 ５艇 敗復２組

12:20 混合 ５艇

18 12:50 混合 ４艇 敗復３組

日本ドラゴンボート選手権大会　仮想レーススケジュール　イメージです。

ﾚｰｽNo 発艇時刻 種　　　　　　目

16 敗復１組

14 11:50 女子 ５艇 １回戦

15 12:05 シニア ５艇 １回戦

12 11:20 スモール ５艇 ２回戦１組

13 11:40 スモール ５艇 ２回戦２組

10 10:50 オープン ４艇 予選３組

11 11:05 オープン ４艇 予選４組

8 10:20 オープン ５艇 予選１組

9 10:40 オープン ４艇 予選２組

6 9:50 スモール ５艇 １回戦１組

7 10:05 スモール ５艇 １回戦２組

4 9:30 混合 ４艇 予選４組

5 9:40 混合 ４艇 予選５組

2 9:00 混合 ５艇 予選２組

3 9:15 混合 ５艇 予選３組

ﾚｰｽNo 発艇時刻 種　　　　　　目

1 8:50 混合 ５艇 予選１組


