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第４２回 全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 

競泳競技の参加に同意いたします。 

 

 

都道府県名         

 

団体(クラブ)名                       

 

選 手 氏 名              

 

２０１９年  月  日 

 

住   所                         

 

保護者署名            ㊞（自署） 



(201903) 

（Ａ４サイズ統一） 

公益財団法人 日本水泳連盟 御中 

2019年度 ドーピング・コントロール手続 同意書 

私、【親権者氏名】          は、【18歳未満の競技者】          （以下「甲」）の

親権者として、甲を含む公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構（以下、「JADA」）に加盟している競

技団体に登録するすべての競技者に、世界アンチ・ドーピング規程、国際基準、及び日本アンチ・ドー

ピング規程（以下「日本アンチ・ドーピング規程等」といいます。）が適用されることを理解します。 

更に、ドーピング検査やその後の検体の分析、結果の管理その他の日本アンチ・ドーピング規程等

において定められる一連の手続（以下「ドーピング・コントロール手続」といいます。）等について説

明しているすべての内容を熟読し、理解し、甲へ当該内容を指導した上で、甲がドーピング検査の対

象となり、採取検体の種類を問わずドーピング検査を受けることに同意し、ドーピング・コントロー

ル手続に服することに対して異議を申し述べません。また、日本アンチ・ドーピング 規程等が随時更

新されることも理解します。 

本同意は、１年度の間有効とし、その間（当該年度内に本人が 18歳になった場合を除く）に親権者

が私以外にかわった場合には、遅滞なく私から貴連盟に通知し、新たな親権者から同意を得ることを

誓約します。 

なお、ドーピング・コントロール手続においては、2015年 1月 1日に効力を発効した日本アンチ・

ドーピング規程等で定義されている通り、成人と同様の手続にてドーピング検査をはじめとするドー

ピング・コントロール手続が実施される旨も理解いたしました。 

また、私は、私及び甲に関する個人情報並びに本同意書を、ドーピング・コントロール手続に使用す

る目的で、JADA、その他のアンチ・ドーピング機関及びその関係団体に提供することに同意します。 

２０   年   月   日 

【親権者】 

住所：                       

署名：                    印  

競技者として、上記内容について確認致しました。 

【競技者】（甲） 

競 技 者 登 録 番 号         

競 技 者 氏 名 （自署）                         印 

生 年 月 日 （西暦）     年     月    日 

競 技 者 現 住 所  

第一区分・団体番号 
（ 学 校 ・ 勤 務 先 ） 

     登録団体名  

第二区分・団体番号 
（ ス イ ミ ン グ 他 ） 

     登録団体名  

※当書面に記載された個人情報は、ドーピング・コントロール手続の目的以外では使用いたしません。 
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第 42回全国 JOCジュニアオリンピックカップ 夏季水泳競技大会 

【すべての競技共通】 

 

選手、監督・コーチ AD カードにつきまして 

 

～ご案内～ 

 

 ・本大会は競技会場内でのセキュリティ確保のため、すべての競技共通で参加する選手、監督・ 

 コーチにＡＤカードを発行します。 

 ・顔写真は各自でご用意いただき、配布された AD カードに必ず貼付をお願いします。 

 ・写真を貼付されない場合、会場への入場をお断りする場合もあります。ご了承ください。 

 

 

１．申請方法 

 選手  ／ エントリーを元に発行いたしますので申請は不要です 

 監督・コーチ ／ 各競技により申請方法は異なります。エントリー手順書を必ずご確認ください。 

 

２．ADカードイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※顔写真の提出は不要です。（各自ご用意ください）※ 

 

3．その他 

 AD カードの紛失等で再発行する場合は、新たに写真の貼付が必要になります。 

 万が一の場合を考え、予備の写真をあらかじめご用意をいただくようにお願いします。 

 

会期 競技種別 

大会名 

写真 

各自で貼付 

横＝35㎜ 

縦＝45㎜ 

パスポートサイズ 

都道府県名 

チーム名 

（印字済み） 

氏 名 

（印字済み） 

カテゴリー 



2019/07/01 

 

第 42回 全国 JOCジュニアオリンピックカップ 夏季水泳競技大会 

【競泳競技】 

 

 

撮影許可証につきまして 

 

～ご案内～ 

 

 ・撮影許可証は、事前発送をいたしません。会場での引き渡しになります。 

 ・ご利用者への受渡し等ご事情により、事前発送を希望する場合は、着払いにて承ります。 

    下記項目、３．をご確認ください。 

 ・監督・コーチ、選手、クラブ関係者のＡＤカードを有する場合、撮影は可能です。 

 

 

１．撮影許可証の申請方法 

 従来通り Ｗｅｂ－ＳＷＭＳＹＳにてお申し込みください。（必要枚数を半角数字で入力してください。） 

  ※ １枚あたり 200円になります。 

  ※ 監督・コーチ、選手のＡＤカードを有する場合、撮影は可能です。 

  ※ クラブ関係者席ＡＤカードでの撮影は該当日のみ有効となります。 

 

２．引渡し方法 

 ８月 21日（火）より、東京辰巳国際水泳場、『選手受付』でお引渡しをいたします。 

  ※監督・コーチ、選手ＡＤカードに同封。 

 

３．事前配送（着払い）要領および注意点 

 ① 事前配送（着払い）を希望する場合は、申請用紙に必要事項を記入の上、クラブ関係者席受付センターへ 

  ＦＡＸ（03-6257-1973）にて、直接お申し込みください。 

 

 ② 事前配送（着払い）は８月14日（水）頃の発送を予定しております。配送先は登録団体情報内の「競泳連絡 

  者」宛となります。登録団体情報を確認してください。 

 

 ③ 事前配送（着払い）の場合、撮影許可証を配送した時点で引渡しを完了したものとし、以降の紛失等のリスクは 

  お客様の責任となります。 

 

 ④ 配達先においてお客様以外の方が撮影許可証を受け取った場合でも、引渡しは完了したものとし、当方は一切の責 

  任を負いません。また、お客様の事情により大会までに撮影許可証を受け取れない場合でも、対応はいたしかねま 

  す。 

 

 ⑤ 不在等により撮影許可証が戻ってきた場合の再配送についても、再配送手数料をお客様が負担（着 

  払い）するものとします。 



申込日 2019年   月   日 

 

第 42回 全国 JOCジュニアオリンピックカップ 夏季水泳競技大会 

【競泳競技】 

 

撮影許可証事前配送（着払い）申請書 

 

本書はご利用者への受渡し等ご事情により、 

事前発送（着払い）をご希望する場合のみに使用 

 

 

 ※必ずクラブ単位で申請してください。（個人での申請はご遠慮ください）。 

 ※出場クラブ以外の申請はできません。 

申請締切／2019年 7月 31日（水）必着 

FAX：03-6257-1973 

 

■ 事前配送（着払い）について 

 ① ご利用者への受渡し等ご事情により、事前発送を希望する場合は、着払いにて配送の手配をさせていた 

  だきます。 

 ② 事前配送（着払い）は８月 14日（水）頃の発送を予定しております。配送先は登録団体情報内 

 の「競泳連絡者」宛に配送いたします。登録団体情報を確認してください。 

 ③ 申請者情報欄に必要事項をご記入の上、クラブ関係者席受付センターまでＦＡＸにて申請を 

  お願いいたします。 

 

■ 申請者情報 

登録団体番号 登録団体名 

      

担当者 

TEL 携帯番号 

 

■ クラブ関係者席申し込みの有無 □を○で囲んでください。 

□ 有          □ 無 
 

◇ クラブ関係者席予約番号 （上記お申込み済みの方のみ）  

予約番号 

   

 ※ 予約番号とは、クラブ関係者席お申し込み後に送られてくる、受付完了のお知らせメールに 

  表記されました、３桁の番号のことです。 

 

 

【FAX送信、確認先】 

クラブ関係者席受付センター 

TEL／03-6257-1946  受付時間／10：00～18：00（月～金） 



ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季大会【 １０回 ・ ２０回 】出場

クラブ（チーム）名称 略称

住　　所 〒

ＴＥＬ ＦＡＸ

登録団体番号 －

以上【 １０回 ・ ２０回 】出場いたしましたので申請いたします。 平成　　　年　　　月　　　日　　　　

（注）

に加盟団体に申請すること。
印

優秀クラブ表彰申請書（夏季大会用）

《実績の記入は上段に選手１名の氏名、右に合計人数、クラブ名が変更された場合は特記下段に記入》

開催年月 開催場所 実績：代表選手１名 開催年月 開催場所 実績：代表選手１名

表彰プレート
申請者名

記載名称

代表者名

東京 辰巳 計　　名

1979年 昭和54年 ８月 第２回 東京 代々木

計　　名 2008年 平成２０年 ８月 第３１回1978年 昭和53年 ８月 第１回 東京 代々木

東京 辰巳 計　　名

1980年 昭和55年 ８月 第３回 東京 代々木

計　　名 2009年 平成２１年 ８月 第３２回

東京 辰巳 計　　名

1981年 昭和56年 ８月 第４回 島根 松江市

計　　名 2010年 平成２２年 ８月 第３３回

東京 辰巳 計　　名

1982年 昭和57年 ８月 第５回 東京 代々木

計　　名 2011年 平成２３年 ８月 第３４回

東京 辰巳 計　　名

1983年 昭和58年 ８月 第６回 富山 富山市

計　　名 2012年 平成２４年 ８月 第３５回

東京 辰巳 計　　名

1984年 昭和59年 ８月 第７回 東京 代々木

計　　名 2013年 平成２５年 ８月 第３６回

東京 辰巳 計　　名

1985年 昭和60年 ８月 第８回 大阪 大阪市

計　　名 2014年 平成２６年 ８月 第３７回

東京 辰巳 計　　名

1986年 昭和61年 ８月 第９回 東京 都体育館

計　　名 2015年 平成２７年 ８月 第３８回

東京 辰巳 計　　名

1987年 昭和62年 ８月 第10回 茨城 水戸市

計　　名 2016年 平成２８年 ８月 第３９回

東京 辰巳 計　　名

1988年 昭和63年 ８月 第１１回 東京 代々木

計　　名 2017年 平成２９年 ８月 第４０回

東京 辰巳 計　　名

1989年 平成元年 ８月 第１２回 東京 代々木

計　　名 2018年 平成３０年 ８月 第４１回

東京 辰巳 計　　名

1990年 平成２年 ８月 第１３回 東京 代々木

計　　名 2019年 令和元年 ８月 第４２回

1991年 平成３年 ８月 第１４回 東京 代々木

計　　名

1992年 平成４年 ８月 第１５回 奈良 奈良市

計　　名

1993年 平成５年 ８月 第１６回 東京 辰巳

計　　名

1994年 平成６年 ８月 第１７回 東京 辰巳

計　　名

1995年 平成７年 ８月 第１８回 岡山 岡山市

計　　名

1996年 平成８年 ８月 第１９回 東京 辰巳

計　　名

1997年 平成９年 ８月 第２０回 東京 辰巳

計　　名

1998年 平成１０年 ８月 第２１回 東京 辰巳

計　　名

1999年 平成１１年 ８月 第２２回 神奈川 横浜国際

計　　名

2000年 平成１２年 ８月 第２３回 東京 辰巳

計　　名

2001年 平成１３年 ８月 第２４回 東京 辰巳

計　　名

2002年 平成１４年 ８月 第２５回 東京 辰巳

計　　名

2003年 平成１５年 ８月 第２６回 東京 辰巳

計　　名

2004年 平成１６年 ８月 第２７回 東京 辰巳

計　　名

2005年 平成１７年 ８月 第２８回 東京 辰巳

計　　名

2006年 平成１８年 ８月 第２９回 東京 辰巳

計　　名

2007年 平成１９年 ８月 第３０回 東京 辰巳

計　　名

会 長

10 回 ・ 20 回 の い ず れ か を ○ で 囲 み 、 本 連 盟 の
Ｊ Ｏ 申 込 期 日 に 他 の 申 込 書 類 と 同 時 に 届 く よ う 所属加盟団体名

計　　名



第42回　全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会　【競泳競技】

所属併記申請方法

※PCの場合はカーソルをクリックすると入力画面に移動します。

※今回の入力いただきました内容は本大会のみ使用します。

申込登録団体の他、もう一方の有償登録団体をプログラムに併記することができます。
併記を希望される場合は、もう一方の有償登録団体の了承を得た上で、入力フォームに入力して下さい。
申請内容の確認については日水連のホームページ上で確認してください。尚、エントリー情報は、エントリータイムによる
ランキング形式で表示されます。ホームページでの確認期間　８月１日（木）～２日（金）（http://www.swim.or.jp/）
もしも、申し込みした内容と違いがあった場合は、訂正箇所を明記の上、下記ＪＯ実行委員会宛にＦＡＸしてください。
公益財団法人　日本水泳連盟　FAX (03)6812-9062
ＦＡＸに印字された受信時間記録が、８月２日（金）分までを有効とし、以降に到着した訂正申込は、大会プログラムに
反映されませんのでご了承下さい。

メールアドレス 入力したメールアドレスに本申請の確認メールが届きます。

担当者氏名 今回入力した方の氏名を入力します。

担当者電話番号 問い合わせがある場合に電話をさせていただきます。

申込所属番号 今回の参加する所属番号を入力します。個人確認用です。

申込所属名 今回の参加する所属名を入力します。個人確認用です。

申込選手番号 ７桁の選手番号を入力します。

申込選手氏名 エントリーで使用している氏名漢字を入力します。

併記所属番号 併記する所属番号を入力します。

併記所属名 併記する所属名を入力します。入力された内容で記載されます。

検索ボタン 所属番号から、所属名を検索します。（※検索データは2019年6月15日時点のデータです）

※明らかな間違えはこちらで修正する場合があります。申請された方は必ずホームページにて確認してください。

※併記所属名につきましては、「高」（高校）、「中」（中学）などの記入をお願いします。（6文字以内）

※全国に通知されるものですので地域名のみでは判断しかねる場合があります。

※PC環境により送信ボタンが押せないなどの症状が発生する場合は、
　　メール本文に同様の内容を記入し、下記メールアドレス宛にお送りください。

https://goo.gl/A2sjhd

下記　ＵＲＬ　から所属併記の申し込みを行います。　　　
※PDFソフトにより移動しない場合はURLを入力してください。

https://goo.gl/A2sjhd
https://goo.gl/A2sjhd
https://goo.gl/A2sjhd
https://goo.gl/A2sjhd
https://goo.gl/A2sjhd
https://goo.gl/A2sjhd
https://goo.gl/A2sjhd
https://goo.gl/A2sjhd
https://goo.gl/A2sjhd
https://goo.gl/A2sjhd
https://goo.gl/A2sjhd
https://goo.gl/A2sjhd


　　なおその場合、受信確認のメールは届きませんのでご了承ください。

入力された内容がメールに送信されます。

※同じ選手を何度も入力すると、最後に入力された内容で申請されます。

※PC環境により送信ボタンが押せないなどの症状が発生する場合は、
　　メール本文に同様の内容を記入し、下記メールアドレス宛にお送りください。
　　なおその場合、受信確認のメールは届きませんのでご了承ください。

メールアドレス：joc.jo.entry@gmail.com

本文内容
【メールアドレス】

【担当者氏名】

【担当者連絡先電話番号】

【エントリー所属番号】

【エントリー所属名（略称）】

【選手番号】

【選手氏名】

【併記所属番号】

【併記所属名（略称）】

所属併記申請送信が出来ない場合

mailto:joc.jo.entry@gmail.com

