
年 月 日

愛知県中小学校体育連盟　会長　殿

※ 略さず、正式名称をご記入ください。

１　役員名簿 (代表者 ・事務局）

〒 －

〒 －

（ 例・・・事務局の携帯 など） （ ①で連絡が取れないときの連絡先 ）

２　登録競技団体情報(中央競技団体もしくは愛知県競技団体）

※　ご記入いただいた個人情報は、当連盟の事務連絡のみに使用し、第三者には公表いたしません。

５月９日提出締切

https://aitairen.jp/

このホームページの管理者名 愛知　一花

住　　　所
同上

電話番号 自宅 052-251-8114 FAX 052-251-8114 携帯 090-○●●-1234

名古屋市中区●の丸▽-◇

携帯

勤務先 △△製鉄

TEL 052-△△△-1234

種　目

尾張　次郎

電話番号 自宅 0561-××-1234 FAX 0561-××-1234 080-○○●-1234

おわり　じろう

加盟団体-様式１

記

○○製菓

052-△△△-1234

勤務先

TEL

愛知県中小学校体育連盟
地域クラブ活動加盟申請書

令和 ○○○

あいちスポーツクラブ

愛知県中学校総合体育大会への参加に向けて、加盟を申請をいたしますので、よろしく
お願いいたします。

団体ホームページ
URL

バレーボール（女子）

主な活動場所 愛知県体育館 住所

ふりがな

代表者

住　　　所
460 0007

名古屋市中区新栄一丁目49番10号

愛知　一花

あいち　いちか

事務局

ふりがな

あいちスポーツクラブ団体名

ふりがな

aitairen@image.ocn.ne.jp

登録情報
(登録番号等）

登録団体名 愛知県○○協会

○○－△△－×××－●●●

E-mail アドレス
※データ添付が

可能なもの このE-mailの管理者名 愛知　一花

日中の事務連絡先
① 052-251-8114 ② 090-○●●-1234

男女の別のある競技は必ず記入すること。

・団体に数種目の競技がある場合も登録は１団体と数えます。

・加盟申請用紙は、種目ごとに記入してください。

・３種目の場合、様式１は種目ごとに記入するので３枚になります。



２　役員、指導者名簿　(副代表者、会計、コーチ等）

３　団体員登録人数

５月９日提出締切

※　ご記入いただいた個人情報は、当本部のみで使用し、第三者には公表いたしません。

2役員・スタッフ

合計

4015

指導者

25中学生

6

男(人) 女（人）

愛知　一花

おわり　じろう

あいち　いちか

※　団体独自の書式（名簿）代用可。

あいちスポーツクラブ

役　職 氏　　名
ふ　り　が　な

電話番号住　　　　　所

代表

名古屋　四郎

なごや　　しろう
名古屋市中区△の丸●丁目●-△

コーチ
（サッカー）

コーチ
（バレー）

瀬戸　五月
瀬戸市追分町△●-◇

せと　いつき

監督
（バレー）

監督
（卓球女子）

監督
（サッカー）

コーチ
（卓球女子）

三河　誠

団体名

※記入日時点の情報を記載してください。
※指導者：JSPO公認指導者資格・各競技団体公認指導者資格保有者（取得予定含む）
※役員・スタッフにつきましては、区分けは無いので、各団体で決めてください。例)役員：無資格指導者、スタッフ：保護者　等

ＪＳＰＯ　コーチ１

コーチＣ級

事務局

あいちスポーツクラブふりがな

団体役員名簿
加盟団体-様式２

指導者資格等

名古屋市中区新栄一丁目49番10号 080-○○●-1234

一宮市本町●丁目△-✕ 090-○●●-1234
尾張　次郎

みかわ　まこと
岡崎市十王町△丁目●

人数は提出時の概数で記入してください。



☑ □

☑ □

☑ □

☑ □

☑ □

☑ □

☑ □

☑ □

☑ □

☑ □

☑ □

☑ □

５月９日提出締切

９　大会参加に際しては、責任ある代表者・指導者が生徒を引率します。また、万一の事故発生に備え
　ます。

10　愛知県中小学校体育連盟の決定に従います。

11　大会参加に際しては、各競技要項に従います。

12　その他、愛知県中小学校体育連盟の他、参加に関わる中学校体育連盟の必要な求めに応じます。

　団体確認欄
（確認後チェックを入れてください）

１　愛知県中小学校体育連盟の目的及び永年にわたる活動を理解し、それを尊重します。

２　事務局等が愛知県内に所在し、主な活動拠点が愛知県内です。

３　当該競技を管轄する中央競技団体もしくは愛知県中学校総合体育大会を主催する県競技団体に
　同じ内容で登録しています。

４　日常継続的に代表もしくは指導資格を有する指導者の指導のもとに、適切に活動が行われていま
　す。

５　 『学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン』（令和４年12月27
日スポーツ庁・文化庁発出）の「Ⅱ　新たな地域クラブ活動」を遵守しています。

６　代表者及び指導者等が他団体・学校との重複登録をしていません。

７　予選会となる全ての大会において、競技役員や審判など運営上必要な事項に協力します。

８　同一競技での参加は、１チームのみとします。

記

受取時
確認欄

加盟団体-様式３

代表者職・氏名

令和　○　年　○　月　○　日

　　会　長　　殿

団　体　名
あいちスポーツクラブ

※略さず、正式名称をご記入ください。

　私たちは団体として、愛知県中学校総合体育大会に参加申請し、下記事項の内容や
加盟に関わる規定を守ることを約束いたします。
　尚、規定を守れない場合はいかなる処置・処分を受けることに異議申し出ないことを誓
約し、押印の上、本書を提出します。

　会　長　　　　愛　知　　一　花　　　　　㊞

種　　目 バレーボール（女子）

愛知県中学校総合体育大会

参加誓約書

愛知県中小学校体育連盟

・それぞれの項目について団体で確

認し、チェックを入れてください。
書類提出時の事務局確認



　＜健康調査・個人情報記載調査と参加申込みの例＞ 加盟団体-様式４

　関係保護者　殿

代表者職・氏名

１　次の(1)(2)のいずれかに「○」印をつけてください。

　　健康状態は、　　　(1) 良好である。　　　　　  　(2) 良好でない。

　※　上記、１の質問で「(2) 良好でない。」と答えた場合は、下記２に記入してください。

２　次の(1) ～　(5) にあてはまることがあれば、記入してください。

　(1) 現在、医者にかかっている。

　　〔（病院名）　　　　　　　　　 （理由）　　　　　　　　　　（現在の状態）　　　　　　　　　〕

　(2) 医者に激しい運動をしてはいけないと言われている。

　  　（理由）

　  〔                    　　　                                                     　　　　　〕

　(3) 最近（１か月以内）、胸が苦しかった。心臓が速くうったりすることがある。

　　　（どんなときに）　　　　　　　　　　（どのように）

　  〔                    　　　                                                     　　　　　〕

　(4) 医者にかかっていないが、現在からだの調子が悪い。

　　　（持病…ぜんそくなどを含めて記入してください。）

　  〔                    　　　                                                     　　　　　〕

　(5) その他、健康状態が良好でないわけ。

　  〔                    　　　                                                     　　　　　〕

３　次の(1)・(2)・(3) のいずれかに「○」印を付けてください。

　(1) 大会要項・プログラム・成績上位者の報道発表並びにホームページへの学校名・氏名・学年等の記載

　　をすべて承諾します。

　(2) 条件付で承諾します。

　  　  承認の条件をお書きください。　例　学校名　学年のみ記載を承諾する。

　  〔                    　　　                                                     　　　　　〕

　(3) 大会要項・プログラム・成績上位者の報道発表並びにホームページへの学校名・氏名・学年・記録等

　 　の記載についてはいずれも承諾できません。

　　　＊なお、個人情報の記載についての承諾の有無は、大会参加の可否には関係ありません。

在籍学校
名

競　技　名 生徒氏名

記入日 保護者氏名

　※　参加申込書は、団体保管とする。ただし、大会の円滑な運営を図るため参加者の氏名､学校名､学年等

　　の個人情報を県中小学校体育連盟に提供します。

【　個人情報の記載に関する調査　】

令和　○　年　○　月　　○　日

健康調査ならびに大会・行事参加申込みについて

　（　　　　　）にあたって健康調査・個人情報の記載に関する調査・参加申込への記入をお願いし
ます。保護者は、お子さんとよく話し合い、下記のことがらについて記入し、御提出ください。

【　健　康　調　査　】

会　長　・　愛　知　一　花

バレーボール（女子） 豊川　六都実

令和　 ○　年　　　○　月　　　○　日 豊川　七海　　　　　　印

【　参　加　申　込　】

　１　大会参加申込みについて（(1)、(2) のどちらかに○をつけてください。）

　　　（１）参加する　　　　　（２）参加しない（理由）

所属団体
名

蒲郡市立○○中学校

学年・組 ３　年　　　　　　１　組
（学校からの出場する場合は在籍学校名）

あいちスポーツクラブ



地域スポーツ団体等　参加申込書（例） 加盟団体-様式５

位　置・種　別 選　手　氏　名 学年 学校名
個人情報の

記載について

豊川　六都実 3 蒲郡市立○○中学校 不可

豊田　　八重 3 蒲郡市▲△中学校

【  　   中       】 支部・支所

第77回　愛知県中学校総合体育大会[地域クラブ活動]参加申込書並びに参加料納入書

競　　技（　　　バレーボール　　　　　　　）（　女　）子の部

団体名（　あいちスポーツクラブ　　　）監督氏名（　　　　　　三河　誠　　　　　　）

ふ　り　が　な

とよかわ　むつみ

とよた　やえ

愛知県中小学校体育連盟会長　殿

団 体 名

代表者職・氏名

　上記の者は、本大会参加についての保護者の同意を得ているので、参加を申し込みます。また、
本大会プログラム作成、成績上位者の報道発表並びにホームページにおける氏名、学校名、学年等
の個人情報の記載についての本人及び保護者の同意を得ています。
※　記載の同意を得られない者は、個人情報の「否」が記入してあります。

なお、大会参加料として　　●　　　名分、金　　　○○●●●　　　円を支払うこととします。

　　令和５年　○　月　○　日

団 体 所 在 地
ふ り が な

名古屋市中区新栄一丁目49番10号

あいちスポーツクラブ

あいちスポーツクラブ

会長　・　愛知　一花

印


