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一般社団法人日本デフ陸上競技協会 

 

一般社団法人日本デフ陸上競技協会（ＪＤＡＡ）主催 

2021 年度 第１回フィールド強化合宿（ 栃木県 ） 

 

1. 趣旨        第 4 回世界デフ者陸上競技選手権大会そして第 24回夏季デフリンピック大会を目指すトップ       

      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    一般社団法人日本デフ陸上競技協会（JDAA） 

3. 期日     令和３年（2021年） ７月８日（木）〜 ７月 11日（日） 

4. 会場  栃木県総合運動公園 陸上競技場 第 2 陸上競技場など 

5. 競技場名 同上 

6. 宿泊先 スマイルホテル宇都宮西口駅前 

      〒321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り 3-4-9  TEL:028-636-1122 FAX:028-636-1188 

           ホテルサンルート宇都宮 

      〒321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り 1-5-2  TEL:028-621-3355  FAX:028-624-3333 

7. 種目 フィールド 

8. 対象者 （一社）日本デフ陸上競技協会所属の強化指定選手（フィールド）  

9. 申込方法  

（１）  申込期日 令和３年６月８日（火）〜 ６月 22 日（火） ※必着 

 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。 

※PCR 検査を実施する関係で、締切後は一切受け付けません。 

（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）※未成年のみ提出 

・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） 

・振込明細書の原本またはコピー 

・交通経路（自宅の最寄り駅〜宇都宮駅）切符料金・自由席優先に設定してください。 

※航空券はエアトリなど旅行代理店ではなく ANA などの公式 HP から直接障害者割引で手配してくださ

い。 

（３） 申 込 先 

     〒220-005神奈川県横浜市西区中央 2丁目 4−14 ラミアール・U 103 号室     

（一社）日本デフ陸上競技協会 ：強化委員会宛 

（４） 参加費納入方法 

 □ 6月22日（火）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、メール、振込の3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   

 一般社団法人日本デフ陸上競技協会 強化部 

 （イッパンシャダンホウジンニホンデフ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。 

10. 参加費について  ※参加料と事務手数料を合わせてお振込みください。 

【参加料】5,000円（内訳：宿泊代差額分、保険加入費・お弁当代・雑費など） 

     ※助成金対象（予定）：宿泊費（実費）、日当：1,000 円/１日、交通費 

 ※2021 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。 

  【事務手数料】 

  ・強化指定選手: ゴールド  1泊 0円     2 泊 2,500円  3泊 5,000円 以降 2,500 円/１泊 加算 

          Sランク  1泊 2,500 円  2泊 5,000円   3 泊 7,500 円 以降 2,500 円/１泊 加算 

          Aランク  1泊 5,000 円 2泊 7,500円  3 泊 10,000円 以降 2,500 円/１泊 加算 

          Bランク 1泊 7,500 円 2泊 10,000 円 3 泊 12,500円 以降 2,500 円/１泊 加算 

          U20ランク(高校生) 1泊 0円 2泊 2,500円  3泊 5,000円 以降 2,500円/１泊 加算 

          大学生  1泊 2,500 円  2泊 5,000円   3 泊 7,500 円 以降 2,500 円/１泊 加算 

         ※参加について 全日程参加又は土日参加のどちらの日程で申し込むこと 

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 ・ 

・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. 練習日程 別紙参照（後日にお知らせ致します。） 

13. 集合解散時間・場所 ※参加について 全日程参加又は土日参加のどちらの日程で申し込むこと 

 集合：令和 3年 7月 8 日 （木）  １２：００ （集合場所）現地集合 

 集合：令和 3年 7月 10日 (土)  １０：００ （集合場所）現地集合 

 解散：令和 3年 7月 11日（日） １７：００ （解散場所）現地解散 

14. 問い合わせ先 

 ■合宿企画者：一般社団法人日本デフ陸上競技協会 強化委員会 

 ■〒220-0051  神奈川県横浜市西区中央 2 丁目 4−14 ラミアール・U 103 号室    

 ■メールアドレス：kyouka@j-daa.or.jp 

15. 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。捕食も 3回分用意いたします。 

・ 前泊については、遠方から来られる方のみ（始発電車でも集合時間に間に合わない方）、 また正当な理由

により、強化委員長の許可を得た選手のみ認めることがあります。 

・ 2021 年度登録及び強化指定選手申し込みを終えていない選手については今回の合宿への参加を認めません。 

・ 飛行空費は原則、身体障害者割引運賃で計上いたしますが、もっとも経済的に効率の良い方法で手配するこ

と。 ※最大支給金額を身体障害者割引運賃とする。 

・ JDAA が定めたスポーツ活動再開に向けた新型コロナウィルス感染拡大予防ガイドラインに基づき、参加す

ること。 

・ 合宿 2週間前より体調チェックシートにコンディションなど必要事項を記入し、当日提出すること。 

・ ＰＣＲ検査を合宿前に実施してもらいます。詳細は申込後連絡します。 

・ 夕食は支給しません。各自で手配をお願いします。 

・ 投てきなどの道具は自分で準備すること。 

mailto:kyouka@j-daa.or.jp

