
①大会名 天神祭奉納　2012日本国際ドラゴンボート選手権大会<第11回 世界選手権大会　最終選考会>②日　時 平成24年 7月15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（2012年1月1日現在）の健康な男女で泳力100㍍以上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）に限る。⑦主　催⑧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　ラジオ大阪　FM802⑨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⑩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）（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）◆ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ検査◆募　集 計70チーム（先着）◆募集締切 平成24年 6月29日（金）必着◆参加料 1チーム12万円　※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。◆ﾗｲﾌｼﾞｬｹｯﾄ◎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/

サンケイスポーツ　産経新聞社

レース中、外を問わず参加選手を対象にドーピング検査がJADA（日本アンチ・ドーピング機構）により実施されます。検査を拒否した場合は、個人、チームのレースの失格や国内外の大会の出場停止など、厳しい処分が下されますのでご注意ください。
今年度より安全上、泳力にかかわらず選手全員ライフジャケットを着用のこと（浮力7㌔以上）。ウエストベルト式は不可。
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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　

天神祭奉納 天神祭奉納 天神祭奉納 天神祭奉納 
【【【【開開開開 催催催催要要要要 項項項項】】】】

<第11回世界選手権大会　最終選考会>

　※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。　※「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。
（予定,申請中含む）

◆世界選手権選考会 日本国籍を有する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



★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29日（金）必着No.2 「チームご紹介資料」 6月29日（金）必着No.3 「出場選手票」 7月  9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14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29日（金）必着・A団体未登録チーム ＝ 7月  9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　12万円 6月29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/news.php?itemid=499◎ A団体登録チームの皆様へ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。★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14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
◎駐車場について

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。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。

【【【【申申申申 込込込込方方方方 法法法法】】】】

2012201220122012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11回世界選手権大会　最終選考会>天神祭奉納 天神祭奉納 天神祭奉納 天神祭奉納 



印 Tel.印 Tel.印 Tel.
印Tel.住所が会社の場合は会社名・部署を必ずご記入下さい

● 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

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29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※ 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、事故等について一切の責任を負いません。
● 参加料 月 日参加料 1チーム120,000円 金額 円交替要員追加 （1人4,000円× 人） 金額 円B団体登録料 （10,000円） 金額 円A団体登録料 （10,000円） 金額 円A団体登録選手 （1人2,000円× 人） 金額 円振込合計金額 円

 天神祭奉納 天神祭奉納 天神祭奉納 天神祭奉納　　　　　　　　2012201220122012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

□ B団体登録登録申請協会監 督 名：フリガナ □ A団体登録
NoNoNoNo....1111　　　　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※No※No※No....1111・・・・NoNoNoNo....2222はははは6666月月月月29292929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都　道府　県チーム名フリガナ ： チーム所在地（都道府県と市区町村） 市　区町　村
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）
代フリガナ 表 者： 住 所 〒住 所 〒

住 所 〒　 勤務先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。。。。キャプテン：フリガナ

必要

E-mailE-mailE-mailE-mail ( ( ( (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。）。）。）。）

　参加申込チームは、7月7日（土）、8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。7日は午前11時、8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14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

振込日：振込名義人：

事務フリガナ担当責任者：本大会の事務連絡等必ず連絡の取れる方

不要

住 所 〒



    データで送る場合は、下記アドレスへお願いします。

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

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））））
 天神祭奉納 天神祭奉納 天神祭奉納 天神祭奉納　　　　　　　　2012201220122012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

◇チーム名o-spo-jigyo@sankei.co.jp ◇出場種目　　　　　　　　
NoNoNoNo....2222　　　　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※No※No※No....1111・・・・NoNoNoNo....2222はははは6666月月月月29292929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



印 Tel.印 Tel.印 Tel.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（1人あたり＝4,000円）がかかります。　※B団体登録チームのみ使用可。＞２６ 〒２７ 〒２８ 〒２９ 〒３０ 〒※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。

住 所 〒住 所 〒

サ　ブ

漕　手漕　手
漕　手漕　手漕　手漕　手
漕　手
サ　ブサ　ブ
サ　ブサ　ブサ　ブ
サ　ブサ　ブ漕　手
漕　手漕　手
漕　手漕　手漕　手漕　手漕　手

鼓　手
漕　手漕　手漕　手漕　手
舵取り漕　手 登録番号

※No※No※No※No....3333はははは7777月月月月9999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

住　　所　　

（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）
監 督 名：フリガナ Manager
NoNoNoNo....3333　　　　出場選手票出場選手票出場選手票出場選手票

ポジション

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。
代フリガナ Representative 表 者：◇チーム名 ◇出場種目　　　　　　　　

 天神祭奉納 天神祭奉納 天神祭奉納 天神祭奉納　　　　　　　　2012201220122012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

キャプテン：フリガナ captain 住 所 〒
電話※※※※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。。。。氏　名



漕手氏名

 天神祭奉納 天神祭奉納 天神祭奉納 天神祭奉納　　　　　　　　2012201220122012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

登録番号
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

漕手氏名
登録番号 漕手氏名漕手氏名

※No.4乗艇員確認票＝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。

10

漕手氏名
9

21 22 23

登録番号漕手氏名 登録番号漕手氏名

漕手氏名 11

登録番号
鼓手氏名 1 2

※※※※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14141414日日日日((((土土土土))))監督会議監督会議監督会議監督会議でででで提出提出提出提出

53 4

◇出場種目　　　　　　　　◇チーム名サイズ=3cm×3.5cmの正面顔写真（無背景・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。監督会議に出席できないチームは7月12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。
登録番号漕手氏名 登録番号

漕手氏名
漕手氏名

7

登録番号 登録番号
8

15

登録番号登録番号
14

登録番号
13

漕手氏名漕手氏名
漕手氏名登録番号

18

漕手氏名
17

漕手氏名登録番号 登録番号

漕手氏名登録番号
2524

20

漕手氏名
19

登録番号

舵取り氏名
漕手氏名
登録番号

登録番号
16

登録番号

6漕手氏名

NoNoNoNo....4444　　　　乗艇員確認票乗艇員確認票乗艇員確認票乗艇員確認票

12

登録番号



,
○兵庫県ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰﾄ協会　〒657-0035 神戸市灘区友田町４－１－３－７０２ 下野展男まで　TEL：０７８－８５６－２４２６※一般社団法人　日本ドラゴンボート協会　〒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　谷まで　　℡平日０６－６６３３－５８３３
☆Ｅメール（携帯ﾒｰﾙは不可）：

◎注意＝ 日本ドラゴンボート協会は、ＪＡＤＡ（日本アンチ・ドーピング機構）に加盟し各選手の健全な競技生活を指導しています。ＪＡＤＡでは各競技団体を対象に団体に所属する個人を対象にドーピングを定期的に実施、本協会でも日本代表レベルのA団体登録者の氏名、性別、年齢を記した「ＪＡＤＡ登録検査対象リスト」を作成し、ＪＡＤＡが実施する個人選手への抜き打ち検査（個別に検査員が職場や自宅を訪問し尿検査を実施する）に協力致します。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「検査のために」提供いたします。その点を了承の上、選手名簿を提出してください。尚、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、JADAへのTUE（除外措置）申請が必要です。申請は、http://www.anti-doping.or.jpをご覧の上、日本ドラゴンボート協会事務局０６－６６３３－５８３３谷までご連絡ください。
○和歌山県ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰﾄ協会　〒640-8577和歌山市湊本町３丁目３番地　和歌山放送㈱内　中村和哉まで　携帯０９０－１８９０－９３９４

※日本選手権出場チームは、必ずＡ登録またはＢ登録を行ってください。所属する「該当チームが大会参加」する場合は、そのチームの登録者は「他のチームの一員」として参加はできません。また、Ａ団体登録チームに未登録選手が混じって参加することもできません。個人会員は都道府県協会が認めた選手で「どのチームにも所属・登録していない」ことが条件のひとつです。一般社団法人日本ドラゴンボート協会　会長　小野清子様我がチーム（私）は2012年度の日本ドラゴンボート協会の定款を遵守し、ドラゴンボート界を代表するにふさわしい言動を常に心がけ、その発展に寄与することを誓い、登録料をここに添えて申し込みます。また、大会での参加については、心臓病など各選手の健康管理に充分な注意をはかるとともに練習・大会中の事故等の責任を負うことを誓います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成24年  　月　  日

【郵送先】

必ず下記のいずれかの登録手続きを行ってください。

◆ 「終身会員」（１人１０万円以上）協会へ多額の財政的援助を行ったもの。日本協会が承認し、終生、個人会員と同等の扱い。

◆ 「Ａ団体会員」  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についても個人名での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本協会主催、主管の日本選手権競技種目及び一般競技種目への優先的出場資格を有する。④ＪＤＢＡ、ＩＤＢＦ、ＡＤＢＦが管轄する内外の選手権レース及び招待レース（世界選手権、アジア選手権、アジア等）の出場資格を有する。⑤登録料：年間１団体１万円＋選手１人２０００円。２５人の場合は、１万円＋＠２０００×２５人＝６万円。⑥登録人数：１団体の登録人数は、問わないが、１カテゴリーの最大出場チーム数は２チームまで。登録は、Ａ団体会員、Ｂ団体会員に関わらず、１人１団体の登録に限ります。他のチームとの「二重登録」はできません。大会では、登録している団体チームで１選手１チームでのみ出場できます。他のチームや他種目にまたがって参加できません。◆「Ｂ団体会員」①団体登録するとともに規定の年会費を納入しなければならない。②本協会及びＩＤＢＦ、ＡＤＢＦが主催、主管する一般競技種目への出場資格を有する。③但し、ＩＤＢＦ、ＡＤＢＦが管轄する内外の選手権レース（世界選手権、アジア選手権、ＣＣＷＣ等）には出場できない。③登録料：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チーム数は２チームまで。大会では、１選手の出場は、１チームに限ります。他のチームとの「二重登録」はできません。大会では、登録している団体チームでのみ参加できます。他のチームや他種目には参加できません。◆  「個人会員」（年間１人２０００円）日本協会の役員（理事、理事待遇、委員）に在籍する個人と日本協会理事会が承認した個人（チームに登録していない人）に限る。

○大阪府ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰﾄ協会  〒５８２－０００３　大阪府柏原市堂島町２－１７－７０３  木村一郎まで　ＴＥＬ、ＦＡＸ　０７２－９１５－３９９０○滋賀県ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰﾄ協会  　〒520-0101滋賀県大津市雄琴５－２６５－１　オーパル内 山脇まで　℡０７７－５７９－７１１１○東京都ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰﾄ協会 　〒103-0004墨田区本所４－１９－３、5階　前嶋清まで　℡平日03-3829-1301　休日:042-572-2513

No.5   ２０１２年度一般社団法人日本ドラゴンボート協会　会員・社員（A団体・B団体・個人・終身・都道府県協会）入会申込書

入会入会入会入会（（（（登録登録登録登録））））申請書申請書申請書申請書

□　所在地（都道府県及び市区町村）□    チーム名

◆「都道府県協会員」（年間３万円）日本協会に所属する各地方の都道府県協会。

☆電話番号☆代表者住所　〒
※登録については各都道府県協会までお問い合わせください。チーム所在地に、都道府県協会がない場合に限り、日本ドラゴンボート協会本部での登録が可能です。登録料は、本登録申請書と登録用紙、登録料＠２０００×人数分を添えて、現金書留で下記まで送付してください。登録期間は２０１２年４月１日から２０１３年３月末まで有効です。代表者にのみ入会証明書を発行します。

◆会員登録の種類：　□Ａ団体会員（個人登録）、□Ｂ団体会員（団体登録）　、□個人会員、　□終身会員　、□都道府県協会
※メールは日本ドラゴンボート協会より通信用連絡としてまた協会認定業者より上記にメールする場合があります。その点を了承の上、ご記入ください。
☆代表者名または個人氏名（ふりがな）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
◆問い合わせ・入会申請書送付先



NO 〒1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738 男・女

No.6　２０１２年度　A団体会員（社員）・個人登録用紙１（団体名　　　　　 　　　    　　　　）性別 年齢 住　　　所 電話番号男・女 登録番号協会用

男・女男・女男・女

氏　　名
男・女男・女男・女
男・女男・女男・女男・女

男・女男・女男・女
男・女男・女
男・女男・女男・女男・女男・女
男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女
男・女男・女男・女男・女男・女



NO 〒39404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475

登録番号男・女

※用紙が足らない場合は、コピーしてください。

No.7　２０１２年度　A団体会員（社員）・個人登録用紙2（団体名　　　　　　　　　　　　　）氏　　名 性別 電話番号年齢 住　　　所 協会用
男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女
男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女
男・女男・女男・女男・女



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

登録番号 登録番号 登録番号 登録番号 登録番号

登録番号 登録番号 登録番号 登録番号
登録番号 登録番号

106 7 8 9

登録番号登録番号 登録番号 登録番号 登録番号
※登録番号は記入しないでください。No.8　２０１２年度　A団体会員（社員）・個人登録写真1（団体名　　　　　　　　　　　　　）

2 3 4 51

23 24

Ａ団体会員登録・個人登録選手写真（背景なし、正面顔写真）　Ｎｏ１

21 22

登録番号
18 19 20

登録番号 登録番号 登録番号

登録番号 登録番号
14 15

16 17

11 12 13

登録番号 登録番号 登録番号



氏名 氏名 氏名 氏名 氏名26 27 28 29 30
氏名 氏名 氏名 氏名 氏名31 32 33 34 35
氏名 氏名 氏名 氏名 氏名36 37 38 39 40
氏名 氏名 氏名 氏名 氏名41 42 43 44 45
氏名 氏名 氏名 氏名 氏名46 47 48 49 50登録番号 登録番号 登録番号 登録番号 登録番号

登録番号
46 47 48 49 50

登録番号 登録番号 登録番号 登録番号
42 43 44 45

登録番号 登録番号 登録番号 登録番号
登録番号 登録番号 登録番号 登録番号 登録番号

38 39 40

35

登録番号 登録番号
31 32 33 34

登録番号 登録番号 登録番号
※登録番号は記入しないでください。

26 27

41

37

登録番号
36

No.9　２０１２年度　A団体会員（社員）・個人登録写真2（団体名　　　　　　　　　）

28 29 30

Ａ団体会員登録・個人登録選手写真（背景なし、正面顔写真）　Ｎｏ２



氏名 氏名 氏名 氏名 氏名51 52 53 54 55
氏名 氏名 氏名 氏名 氏名56 57 58 59 60
氏名 氏名 氏名 氏名 氏名61 62 63 64 65
氏名 氏名 氏名 氏名 氏名66 67 68 69 70
氏名 氏名 氏名 氏名 氏名71 72 73 74 75登録番号登録番号 登録番号 登録番号 登録番号

登録番号
71 72 73 74 75

登録番号 登録番号 登録番号 登録番号
7066 67 68 69

登録番号 登録番号 登録番号 登録番号 登録番号
登録番号

61 62 63 64 65

登録番号 登録番号 登録番号 登録番号
6056 57 58 59

登録番号 登録番号 登録番号 登録番号 登録番号
52 53 54 55

※登録番号は記入しないでください。No.10　２０１２年度　A団体会員（社員）・個人登録写真3（団体名　　　　　　　　　）Ａ団体会員登録・個人登録選手写真（背景なし、正面顔写真）　Ｎｏ３
51


