申し込み書類について
サニックス旗福岡国際中学生柔道大会にご参加頂きありがとうございます。ご参加にあたって開催要項と本書をご精
読いただき、各種書類の提出をお願い致します。
◆ 申し込み書類
１．

【開催要項】

２．

【申し込み方法と注意事項について】

３．

【申し込み書】（大会参加申込書、錬成会参加申込書、宿泊申込書、交通機関伺いが含まれています。）
※ 錬成会申込書は大会出場選手以外で、錬成会のみに参加する生徒がいる場合に記入してください。
※ 宿泊はグローバルアリーナを原則とします。宿泊申込書を記入してください。ただし福岡県内チームは
この限りではありません。

４．

【チーム紹介】
以上の書類を「サニックス旗福岡国際中学生柔道大会」のホームページよりダウンロードしてください。
サニックス旗福岡国際中学生柔道大会ホームページ

http://g-arena.com/youthjudo/

◆ 大会参加料について
参加料：1 チーム 5,000 円
※大会参加決定後に「払込取扱票」を郵送いたします。郵便局にてお振込み下さい。
◆ 申し込み書類のメール送信先と郵送先、期限
メールでの申し込みとなります（一部、メールでの申し込み後に郵送していただく書類があります）。
【申し込み書】と【チーム紹介】について・・・・・・・・・・・・・・ 申込期限：平成 30 年 11 月 20 日（火）必着
大会専用メールアドレスにメール送信してください。
大会専用メールアドレス ： sanix-judo@g-arena.com
（ｴｽ・ｴｰ・ｴﾇ・ｱｲ・ｴｯｸｽ・ﾊｲﾌﾝ・ｼﾞｪｲ・ﾕｰ・ﾃﾞｨｰ・ｵｰ・ｱｯﾄ・ｼﾞｰ・ﾊｲﾌﾝ・ｴｰ・ｱｰﾙ・ｲｰ・ｴﾇ・ｴｰ・ﾄﾞｯﾄ・ｼｰ・ｵｰ・ｴﾑ）

※【申し込み書】はメール送信後、公印を押し大会事務局宛てに郵送してください。
大会事務局住所 ： 〒811-4153 福岡県宗像市吉留 46-1
グローバルアリーナ サニックス旗福岡国際中学生柔道大会事務局
選手変更は 12 月 17 日（月）17：00 まで大会事務局にて受け付けます（スポーツ傷害保険の変更に必要です）。
変更した【申し込み書】は都度、メールまたは FAX で送信してください。

個人情報の取り扱いについて
大会参加にともなう個人情報の取得に際して、利用目的を明確に定め、適正かつ公正な手段により行います。
取得した個人情報は、あらかじめ同意がある場合や法令の規定等がある場合を除き、利用目的達成の範囲を超
えての利用や第三者への提供は行いません。

2018 サニックス旗福岡国際中学生柔道大会宿泊案内
（オープン参加チーム）

１．日

程

平成 30 年 12 月 25 日（火）

２．場

所

グローバルアリーナ

３．宿泊費用（税込）

～ 12 月 28 日（金）

①選手（中学生）

１泊３食付

７，３４４円

②大人

１泊３食付

７，８８４円

【費用内訳：税込】
〇朝 食

８６４円

〇昼 食（弁当）

７５６円

〇夕 食

１，１８８円

〇宿泊（大 人） ５，０７６円
〇宿泊（中学生） ４，５３６円
宿泊は引率者も含め、ロッジタイプの大部屋となります。

４．宿泊申込

①宿泊申込書をホームページよりダウンロードし、必要事項を記入
後、大会事務局へメールにて送信する。
②宿泊申込締め切りは、平成 30 年 11 月 20 日（火）必着とする。
③尚、参加申込みについても、平成 30 年 11 月 20 日（火）必着
とする。

５．宿泊のお問合せ

〒811-4153

福岡県宗像市吉留 46-1

グローバルアリーナ

サニックス旗福岡国際中学生柔道大会係

宿泊担当 予約フロント係
Tel：0940-33-8400 Fax：0940-33-8419
６．宿泊はグローバルアリーナを原則とする。但し、福岡県内チームは、宿泊についてはこの限りではない。交通費・
滞在費は全額チーム負担とする。
７．大会事務局

〒811-4153

福岡県宗像市吉留 46-1

グローバルアリーナ

サニックス旗福岡国際中学生柔道大会事務局
担当者：石田達也、森田智
Tel：0940-33-8400 Fax：0940-33-8419
ホームページ http://g-arena.com/youthjudo/
大会専用メールアドレス sanix-judo@g-arena.com

スポーツ傷害保険に関する注意事項について
１． 主催者で、大会出場選手全員（７名）に対しスポーツ傷害保険に加入します（保険期間：12 月 25 日～12 月
28 日）。錬成会参加者はチーム内でスポーツ傷害保険への加入をお願いいたします。
２． 大会事務局でもスポーツ傷害保険の加入受付ができます。申し込みは錬成会参加申込書の〔スポーツ傷害
保険加入希望〕に○印を記入してください。詳細は下記の「保障（補償）内容」をご覧ください。
３． スポーツ傷害保険の加入料は 1 人約 1,000 円です。昨年は 1 人あたり 1,030 円でした。チーム毎にまとめて
大会当日に精算をお願いします。お申し込み期限は 11 月 20 日(火)です。
４． ご不明な点がございましたら下記大会事務局までお願い致します。

保障(補償)内容
保障期間 大会期間中(平成 30 年 12 月 25 日～12 月 28 日)に被った偶然な事故によるケガ。
・通

院 ： ３,０００円/１日 (負傷日を含め 180 日以内かつ 90 日間限度)

・入

院 ： ５,０００円/１日 (負傷日を含め 180 日以内)

・死

亡 ： ５,０００万円

（負傷日を含め 180 日以内に死亡した場合）

・後遺障害 ： １５０万円～５,０００万円(負傷日を含め 180 日以内に後遺障害が生じた場合。
後遺障害の程度によって、支払保険金は異なります）
*手術保険金は、手術の程度により支払い保険金が異なります。
〇保障(補償)内容につきましては、引受保険会社の約款等に定められております通りとなりますので、
お支払保険金等に関するお問い合わせにはお答え出来ませんのでご了承ください。
〇日常生活に支障が無い程度にケガが回復された以降の通院は、保険金のお支払いは致しません。
〇頸部症候群(むちうち症)または腰痛で他覚症状のないものは保険金のお支払いは致しません。

大会事務局
〒811－4153 福岡県宗像市吉留 46－1 グローバルアリーナ
サニックス旗福岡国際中学生柔道大会事務局
担当者

石田達也、森田智

ＴＥＬ 0940-33-8400 FAX 0940-33-8419
ホームページ http://g-arena.com/youthjudo/
大会専用メールアドレス sanix-judo@g-arena.com

交通機関伺いと委託について
この度、JTB 福岡支店が「2018 サニックス旗福岡国際中学生柔道大会」のお手伝いをさせていただくことになりまし
た。
会場にお越しになる際の希望交通手段をお伺いさせていただきます。【申し込み書】にあります「交通機関伺い」に記
入、回答いただけますようお願い致します。
なお、直接手配をされるところにつきましても交通手段を記入、回答いただけますようお願いいたします。
大会スケジュールに関しましては【開催要項】を参照してください。
大会の後に錬成会を行います。また、学校の都合もあると思いますのでお帰りの日にちまで完全記入をお願い致し
ます。
開催期間が年末にあたることもあり、ご希望にそった手段でお手配できない場合もあります。その場合は、JTB 福岡
支店より学校へ連絡させていただきますのでご協力をよろしくお願い致します。
ご不明な点がございましたら JTB 福岡支店担当者までお問合せください。

JTB 福岡支店
〒810-0072 福岡県福岡市中央区長浜 1-1-35 新 KBC ビル 2F
JTB 福岡支店
担当者

溝上（みぞかみ）、岩永（いわなが）、小野（おの）

ＴＥＬ 092-731-0685

FAX 092-288-2668

問い合わせアドレス a_mizokami838@jtb.com

大会参加料のお支払いについて

１． 参加料：1 チーム ５,０００円
１） 申込締切日後の棄権の場合、参加料の払戻しはしない。
※錬成会のみ参加のチームは不要とする。

２． 支払い方法

[ 郵 便 振 込 ] に限ります。
１） 参加決定後に郵送する「払込取扱票」にて郵便局よりお振込ください。
２） 振込手数料は、お客様ご負担でお願い致します。
※【現金書留】はご遠慮願います。

３． 留意事項
ご依頼人欄に（参加学校名・監督者氏名）を明記してください。

４． 振込期限

平成 30 年 12 月 17 日（月）

