
一般社団法人日本聴覚障害者陸上競技協会（ＪＤＡＡ）主催 

２０１８年度 第 1 回ユース強化合宿（海老名） 

1. 趣旨 第 24 回夏季デフリンピック大会、第 1 回世界ろう者室内陸上競技選手権大会、第 1 回ユース

  デフリンピックを目指すトップアスリートが競技に対する意識と理解を深めながら、種目に応

  じた技術を磨きあげ、一層の競技力向上に寄与するとともに、集団生活を通して基本的な生活

  習慣の確立と、選手相互の友情を培うことを目的とする。 

2. 主催    一般社団法人日本聴覚障害者陸上競技協会（JDAA） 

3. 期日     平成 30（2018）年 7 月 25 日（水）〜28 日（土） 

4. 会場   ・国立スポーツ科学センター（〒115-0056 東京都北区西が丘 3-15-1）TEL：03-5963-0200（代表） 

  ・海老名運動公園陸上競技場 （住所：神奈川県海老名市社家４０３２－１） 

       ＴＥＬ：０４６－２３５－７２０４（総合案内：総合体育館受付）受付時間：８：５０～２１：００（休館日を除く） 

5. 宿泊先  25 日 アパホテル〈東京板橋駅前〉（170-0012 東京都豊島区上池袋 4−47−1） 

  26 日〜 ホテルルートイン海老名駅前（243-0436 神奈川県海老名市扇町 14 番 5 号） 

6. 種目 全種目（種目の実施の問い合わせに関しては、各ブロック長が現地の競技場にご確認ください。） 

7. 対象者 一般社団法人日本聴覚障害者陸上競技協会 強化指定選手（ユース） 

8. 申込方法  

（１）  申込期日 平成 30 年 6 月 27（水）〜7 月 6 日（金） 

 申込期日前後の参加申込みは受け付けません。予めご了承のほど宜しくお願い致します。 

（２）  申込書類 

□提出書類(PDF 形式でメール送信も可能) 

・様式１・・・個人別参加申込書 

・様式２・・・選手健康カード（1 年に 1 回のみ提出） 

・様式３・・・参加承諾書（保護者確認書） 

・傷害保険加入手続きが完了したことを証明するもののコピー（強化指定選手は不要） 

・振込明細書のコピー（一般） 

・交通経路（自宅の最寄り駅〜埼京線板橋駅 海老名～自宅）切符料金・自由席優先に設定し

てください。※検索サイト：ジョルダン 

（３） 申 込 先 

      〒220-0073 神奈川県横浜市西区岡野 1-20-22 L・classis 横浜  204 号室 

 一般社団法人日本聴覚障害者陸上競技協会 ：第 1 回ユース強化合宿担当者 宛 

（４） 参加費納入方法 

 □ 7月6日（金）までに、下記口座に参加費を振り込んでください。 

 ※申込書の送付と振込の2点で申込完了となります。 

□ 振 込 先：みずほ銀行 横浜駅前支店 

店番号：292   口座番号：2914454   

一般社団法人日本聴覚障害者陸上競技協会 強化部 

（イッパンシャダンホウジンニホンチョウカクショウガイシャリクジョウキョウギキョ ウカイ キョウカブ） 

 （５） 個人情報の取り扱い 

  合宿参加に際して提供される個人情報は、本合宿活動に利用するものとし、これ以外の目的に  

  利用することはありません。 

 

 



9. 参加費について 

  参加料   

  ・強化指定選手：5,500 円 

 内訳（事務手数料：5000 円、雑費等：500 円等含む） 

 助成金対象（予定）：宿泊費（実費）、日当／1,000 円（移動日に限る）、交通費 

 ※2018 年度 JPC 手引を基準に精算いたしますので、内容が変更されることもあります。 

・お弁当（別途、お支払いください。当日に現金で収集いたします。） 

 

 

 

 

 

 

□  申込み後のキャンセルについては原則として返金致しかねます。 

□  宿泊のキャンセルについてはできかねます。（キャンセル料金が発生する可能性あり） 

□  航空については、各自でご手配下さい。※ 搭乗証明書と領収書を提出してください。 

□  予算の執行状況により、一部自己負担してもらう可能性があります。（役員除く） 

10. 参加について 

 全日程参加が必須です。 

11. 携 行 品 ・競技用具 ・競技用服装 ・アップシューズ ・スパイクシューズ ・体育館シューズ  

・防寒具 ・雨具  ・保険証 ・筆記用具 ・洗面用具  ・障害者手帳  ・その他 

12. 集合・解散場所・時間 

 集合：平成 30 年 7 月 25 日 (水)  16：00（アパホテル〈東京板橋駅前〉）  

 解散：平成 30 年 7 月 28 日 (土)  13：00（海老名公園陸上競技場）解散  新横浜 14 時到着 

13. 問い合わせ先 

 ■合宿企画者：竹花康太郎・山岸亮良・竹見昌久 

 ■〒220-0073 神奈川県横浜市西区岡野 1-20-22 L・classis 横浜  204 号室 

 ■メールアドレス：kyouka@j-daa.or.jp 

14. その他 

・ 現地までの交通に関しては、原則、選手各自で手配をお願いします。※飛行機など 

・ 金額が明確に分かる証拠書類（領収書など）は保管し、事務局までご提出ください。(郵送料等) 

・ 搭乗証明書は、領収書とともに合宿終了後 1 週間以内に 14 の問い合わせ先にご郵送ください。 

・ この合宿は当協会の予算の執行状況により、一部自己負担になる可能性があります。 

・ 当協会が準備する飲み物はポカリスエットと水とします。 

・ 合宿期間中にアンチ・ドーピング講習会を実施します。25 日 18:00〜（於:ＮＴＣ）を予定しております。 

・ 夕食費については各自で用意していただきますようよろしくお願いします。ホテルの前にショッピングセンタ

ーがありますので、そこでとって頂く形になります。事前に食事の指導や食事法についての解説をいたします。 

・ 飛行機などの交通費の立て替え（先払い）が厳しい方は相談可。こちらで手配することもできます。 

・ ２５日のホテルは朝・夕食付きプランになっております。 

2018 年度 第 1 回ユース強化合宿 7 月 25 日(水)〜7 月 28 日(土) スケジュール 

 昼 

7 月 26 日 ◯（830 円）崎陽軒シウマイ弁当 

7 月 27 日 ◯（830 円）崎陽軒シウマイ弁当 

7 月 28 日 ○（830 円）崎陽軒シウマイ弁当 

※弁当不要の際は、参加申込書の弁当欄に✕とお書きください。 

※領収書希望の方は予め、ご記入ください。 



時間 7 月 25 日(水)（1 日目） 備考 

16:00 

17:00 

18:00 

20:15-21:00 

21:00 

アパホテル（東京板橋駅前）チェックイン 

ホテルロビー集合 集合後移動 

アンチ・ドーピング講習会（NTC） 

夕食（バイキング） 

ミーティング 

解散・就寝 

 

 

 

夕食：ホテル 

夕食時間厳守 

時間 7 月 26 日(木)（2 日目） 備考 

06:30 

07:00 

08:00 

09:30 

10:00-13:00 

13:15 

13:00-14:00 

15:00-17:00 

17:30 

18:00 

 

20:30 

起床 

朝食 

ホテル出発・自家用車 2 台乗車 

競技場着・ミーティング・準備 

練習（練習終了・片付け） 

挨拶・解散（練習継続可能） 

昼食 

体育館で最先端のトレーニング実習・食事法について 

競技場発 

ホテル到着 

 自由行動 

ブロックミーティング 

 

朝食時間厳守 

朝食は自分に見合っ

た量を摂りましょう。 

 

 

昼食：弁当 

（協会が用意） 

830 円を支払いくだ

さい。 

時間 7 月 27 日(金)（3 日目） 備考 

06:00 

06:30 

07:00 

08:30 

09:00 

09:30-13:00 

13:15 

13:00-14:00 

15:00-17:00 

17:30 

18:00 

 

 

20:30 

 

 

 

 

 

起床 

補強運動 

朝食 

ホテル出発・バス乗車 

競技場着・ミーティング・準備 

練習（練習終了・片付け） 

挨拶・解散（練習継続可能） 

昼食 

体育館で最先端のトレーニング実習・競技力向上に関する講習

会 

競技場発 

ホテル到着 

 自由行動 

ブロックミーティング 

 

 

 

 

朝食時間厳守 

朝食は自分に見合っ

た量を摂りましょう。 

 

 

昼食：弁当 

（協会が用意） 

830 円を支払いくだ

さい。 



※予定は変更される場合があります。その際は役員の指示に従って下さい。 

 

 

 

時間 7 月 28 日(土)（4 日目） 備考 

06:30 

07:00 

08:30 

09:00 

09:30-12:00 

12:10 

13:00 

13:15 

14:00 

起床 

朝食 

ホテル出発・バス乗車 

競技場着・ミーティング・準備 

練習（練習終了・片付け） 

昼食 

挨拶・解散 

競技場発 

新横浜駅到着 

 

朝食時間厳守 

朝食は自分に見合っ

た量を摂りましょう。 

 

昼食：弁当 

（協会が用意） 

830 円を支払いくだ

さい。 


