
・
・

（１） 入力上の注意事項
・
・
・
・ 感染症対策の観点から、必ず全参加選手・監督等（コーチ・スタッフ等含む）の氏名・連絡先（住所、電話番号）を漏れなく記載いただきますようお願いいたします。

（２） 提出方法
・

（３） 個人情報の取り扱い
・

・
・
・

　【感染症対策について】
・

・

・

　【前夜祭について】
・ 前夜祭とは、参加者の交流・親睦を図ることを目的としたパーティ形式の式典で、本大会の開会式として位置づけています。
・ このDBは、「日本スポーツマスターズ２０２２開会式（前夜祭）」参加申込書を兼ねています。
・

・

・
・

　【傷害保険】
本大会では、日本スポーツ協会にて、選手・監督等の方を対象とした傷害保険に加入します。

（１） 補償対象と手続きの流れ
・

・ 補償の対象者として該当し得る方には、大会終了後約１ヶ月後を目処に日本スポーツ協会から具体的な手続きに必要な書類を送付します。
※大会期間中に救護所へ行かず、「救護台帳」への記入がなされなかった場合は、補償の対象とすることができない場合があります。
※「救護台帳」により取得した個人情報は、本大会期間中の傷害事故における保険請求業務に使用する他、引受保険会社へ提供することがあります。

（２） 補償内容
  補償内容は参加区分により異なります。
 （例）選手・監督の場合（加入者1名につき）             

補償内容  補償額 ※入院・通院保険は1日につき。
死亡保険 3,000万円  ※いずれも事故の日からその日を含めて180日以内を支払対象とする。

90万円～3,000万円 ※入院保険は180日が限度、通院保険は90日が限度となる。 
(程度に応じる)

入院保険 3,600円  
通院保険 2,400円  

　【参加者の皆さまへの送付物】
・ 前夜祭関連資料
・ 大会関連資料 〔お問合せ先〕  公益財団法人日本スポーツ協会  国内課
・ スポンサー関連資料 E-mail： shougai@japan-sports.or.jp　TEL：03-6910-5811

日本スポーツマスターズに参加・参画するすべての方は、新型コロナウイルス感染症に関する正確な情報を入手し、感染者・濃厚接触者・感染疑い者等に対する誤解や偏見に

基づく差別を行わないことを求めます。

参加の際には、少なくとも開催地入り14日前から開催地からの出発14日後までの体温および体調を当協会所定の体調管理アプリ「GLOBAL SAFETY」もしくは

所定の体調管理シートで記録願います。（別添「日本スポーツマスターズ２０２２岩手大会参加にあたっての体調管理について」を参照ください。）

なお、変更がある場合は改めてご案内いたします。
新型コロナウイルスの感染状況等により、開催方法（飲食の有無等）の変更や前夜祭を中止する場合があります。予めご了承ください。
参加決定者以外の方（ご家族等）の参加はできません。

後遺障害保険 

このDBに入力された個人情報は、参加資格及び年齢基準の確認や大会に係る諸連絡を行う他、参加者数や平均年齢などの算出に使用します。

大会オフィシャルスポンサーに対し、記載された個人情報を提供する場合がありますが、大会オフィシャルスポンサーは製品案内等のDM以外に個人情報を使用することはありません。
大会主催者がDBに登録された大会参加者の写真や動画を撮影し、大会関連発行物への掲載や大会の広報およびインターネット販売等に使用することがあります。

なされた方が、原則として補償の対象になります。
大会期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガによって、会場の救護所で臨時の応急手当（救急処置）を受け、救護所に配置された「救護台帳」に必要事項の記入が

応募者多数の場合は、抽選で参加者を決定します。予めご了承ください。なお、参加を希望された方全員に、「前夜祭抽選結果」または「前夜祭のご案内」を8月頃に送付します。
※「前夜祭抽選結果は、参加希望者多数により抽選を行った場合に、送付します。抽選を行わなかった場合は、参加を希望された方全員に「前夜祭のご案内」を送付します。

また、緊急時の連絡に使用することがあります。

参加決定者には、競技参加料の他に、前夜祭参加料（5,500円／税込：料理、飲物）を事前にお振込いただきます。
払込票を上記「前夜祭抽選結果」または「前夜祭のご案内」に同封します。

本大会においては、「日本スポーツマスターズ開催における新型コロナウイルス感染拡大防止に関する基本方針」及び政府方針や各競技の中央競技団体が示す大会開催時の

ガイドライン、開催地である岩手県における自治体方針、イベント開催時のガイドライン等に則り、可能な限り感染リスクを軽減するよう、主催者側や参加者側がそれぞれの視点

から、感染症対策を講じることとします。

「日本スポーツマスターズ開催における新型コロナウイルス感染拡大防止に関する基本方針」

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/supotsu/doc/masters2021/masterspolicy_covid19_1_20210524.pdf

このDBは、競技別参加申込書と併せて中央競技団体に提出してください。（都道府県競技団体→中央競技団体→日本スポーツ協会）

原則として、団体競技については、競技別参加申込書記載のチーム代表者に郵送物をチーム人数分まとめて送付します。

過去大会で登録した方も、再度登録の必要があります。

＜日本スポーツマスターズ　参加登録DB（データベース）について＞
本大会に参加する選手・監督等（コーチ・スタッフ等含む）は、全員、このDBに入力し「日本スポーツマスターズ」に登録しなければなりません。

各都道府県別、競技別、チーム別にシートを分けて作成してください。※ファイルそのものを分けて作成いただいても構いません。
このDBに登録できるのは、競技別参加申込書にお名前を記入された方のみとなります。
記載順序は、競技別参加申込書に記入した順番としてください。

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/supotsu/doc/masters2021/masterspolicy_covid19_1_20210524.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/supotsu/doc/masters2021/masterspolicy_covid19_1_20210524.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/supotsu/doc/masters2021/masterspolicy_covid19_1_20210524.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/supotsu/doc/masters2021/masterspolicy_covid19_1_20210524.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/supotsu/doc/masters2021/masterspolicy_covid19_1_20210524.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/supotsu/doc/masters2021/masterspolicy_covid19_1_20210524.pdf


日本スポーツマスターズ２０２２　参加登録DB

携帯TEL*必須

(お持ちでない場合自宅
℡：市外局番から)

E-mail 〒 市区町村・丁目番地 マンション名・室号等 種類 登録No(7桁)

例 東京 水泳 体協 太郎 タイキョウ タロウ 男 1954年7月4日 選手 090-1111-2222 taikyo-taro@*.*.jp 160-0013 新宿区霞ヶ丘町4-2 JSOSビル11階 初参加 参加する コーチ1 9999999

1 岩手 水泳 体協 次郎 タイキョウ ジロウ 男 1980年2月16日 選手 090-0000-0000 taikyo-jiro@*.*.jp 020-0001 盛岡市桜台2-3 マンション〇〇456号 初参加 参加する

2 岩手 水泳 日本 花子 ニホン ハナコ 女 1978年4月1日 監督等スタッフ 090-0000-0000 nihon-hanako@*.*.jp 020-0002 盛岡市桜台3-4 〇〇マンション567号 参加経験あり 参加する 上級教師 0123455

3 岩手 水泳 体協 三郎 タイキョウ サブロウ 男 1970年6月8日 選手・監督兼任 090-0000-0000 taikyo-saburo@*.*.jp 020-0003 盛岡市下米内4-5 〇ハイツ678号 初参加 参加する コーチ4 0123456

セイ メイ 性別 生年月日
（西暦/月/日）と入力

参加区分

住所
本大会
参加実績

開会式
（9/22）

JSPO公認指導者資格連絡先
名No 都道府県 競技 姓

生年月日は「西暦/月
/日」と「/（ｽﾗｯｼｭ）」で
区切ってご入力くださ
い。

携帯TELをお持ちでない
場合は、自宅TEL（市外
局番から）をご入力くださ
い。
＊緊急時連絡に使用す
ることがありますので、
どちらか必須となります。

開会式の
参加申込欄に
なります。

JSPO公認ｽﾎﾟｰﾂ
指導者資格をお持
ちの場合、資格の
種類と登録No（7
桁）をご入力くださ
い。

感染症対策の観点から、必ず全参加選手・監督等（コーチ・スタッフ等含む）の

氏名・連絡先（住所、電話番号）を漏れなく記載いただきますようお願いいたします。

登録いただいた
E-mailｱﾄﾞﾚｽ宛
に大会ｵﾌｨｼｬﾙｽ
ﾎﾟﾝｻｰからの製
品案内等をお送
りする場合があ

都道府県名は不要です。
大会関連資料をお送り
する他、緊急時連絡に
使用することがあります
ので、お間違いのない
ようご注意ください。



各種番号早見表

北海道 1 水泳 2 選手 1

青森 2 サッカー 3 選手・監督兼任 2

岩手 3 テニス 5 監督等スタッフ 3

宮城 4 バレーボール 9

秋田 5 バスケットボール 11

山形 6 自転車競技 17

福島 7 ソフトテニス 18 男性 1

茨城 8 軟式野球 20 女性 2

栃木 9 ソフトボール 25

群馬 10 バドミントン 26

埼玉 11 空手道 35

千葉 12 ボウリング 40 コーチ1 1

東京 13 ゴルフ 47 コーチ2 2

神奈川 14 コーチ3 3

山梨 15 コーチ4 4

新潟 16 参加する 1 教師 5

長野 17 参加しない 2 上級教師 6

富山 18 その他 7

石川 19

福井 20 初参加 1

静岡 21 参加経験あり 2 資格登録中 1

愛知 22 資格申請中 2

三重 23 資格停止中 3

岐阜 24

滋賀 25

京都 26

大阪 27

兵庫 28

奈良 29

和歌山 30

鳥取 31

島根 32

岡山 33

広島 34

山口 35

香川 36

徳島 37

愛媛 38

高知 39

福岡 40

佐賀 41

長崎 42

熊本 43

大分 44

宮崎 45

鹿児島 46

沖縄 47

前夜祭

登録状況

都道府県番号 競技番号 参加区分

性別・競技性別

保有資格名（JSPO公認資格）

本大会 参加実績


