
 

 

 「2019

定 実施要領」

します。 

 

１. 主催

２. 協⼒

３. 後援：

４. 開催時期

５. 場所：

６. 対象種目：

７. 参加資格：

    

    

    

８. 申込先

   

             

 

2019 年

2019 年レーザー・ラジアルユース

実施要領」に基づき

 

主催：一般社団法人

協⼒：公益財団法人

後援：三重県セーリング連盟、レーザー津フリート

開催時期：4.7

ラジアル

場所：4.7 クラス

〒514

：ラジアル

〒847

対象種目：4.7

参加資格：(1) 

        (2) 

        (3) 

        (4

申込先/締切：

       

             

 

 

年レーザー・

年レーザー・ラジアルユース

に基づき下記の要項で⾝体能⼒測定

一般社団法人 日本レーザークラス協会

公益財団法人 日本セーリング連盟

三重県セーリング連盟、レーザー津フリート

4.7 クラス   

ラジアルクラス 

クラス 津ヨットハーバー、

4-0803 三重県津市津興字港中道北

ルクラス 佐賀県ヨットハーバー

847-0861 佐賀県唐津市⼆⼣⼦３１８

4.7 クラス （男・⼥）

(1) 2019 年度（公財）日本セーリング連盟会員

(2) 2019 年度

(3) 4.7 クラス

4) ラジアルクラス

：「2019 年⾝体能⼒測定会参加申込書

参加申し込みを⾏う。

  日本レーザークラス協会強化委員会

メールアドレス

* [at]

* 親権者の署名、捺印をして

              締切日 

                   

レーザー・ラジアル

年レーザー・ラジアルユース/4.7 ユース世界選手権等代表選手選考方針」及び「

下記の要項で⾝体能⼒測定

日本レーザークラス協会

日本セーリング連盟

三重県セーリング連盟、レーザー津フリート

 2019 年４⽉

 2019 年５⽉

津ヨットハーバー、 

三重県津市津興字港中道北

佐賀県ヨットハーバー

佐賀県唐津市⼆⼣⼦３１８

（男・⼥）/ ラジアル

年度（公財）日本セーリング連盟会員

年度（一社）日本レーザークラス協会会員

クラス：2019 年 12

クラス：2019

年⾝体能⼒測定会参加申込書

参加申し込みを⾏う。 

日本レーザークラス協会強化委員会

メールアドレス ilcajpn

* [at]は＠に変更してください。

親権者の署名、捺印をして

 2019 年４⽉
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ラジアルユース、

開催公示

ユース世界選手権等代表選手選考方針」及び「

下記の要項で⾝体能⼒測定会を開催します。記載事項確認の上

日本レーザークラス協会 

日本セーリング連盟（JSAF

三重県セーリング連盟、レーザー津フリート、佐賀県ヨット連盟、玄海セーリングクラブ

年４⽉ 27 日（土）

年５⽉  2 日（木

三重県津市津興字港中道北

佐賀県ヨットハーバー 

佐賀県唐津市⼆⼣⼦３１８

ラジアルクラス （男・⼥）

年度（公財）日本セーリング連盟会員

日本レーザークラス協会会員

年 12 ⽉ 31 日時点で満

2019 年 12 ⽉ 31

年⾝体能⼒測定会参加申込書

 

日本レーザークラス協会強化委員会

ilcajpn-kyouka[at]cityfujisawa.ne.jp

は＠に変更してください。

親権者の署名、捺印をして

年４⽉ 21 日（日

2 

                  

                   

、4.7 ユース

公示 

ユース世界選手権等代表選手選考方針」及び「

を開催します。記載事項確認の上

JSAF オリンピック強化委員会）

佐賀県ヨット連盟、玄海セーリングクラブ

日（土）  

木） 

三重県津市津興字港中道北 370   Tel 0592

佐賀県唐津市⼆⼣⼦３１８    Tel 0955

（男・⼥） 

年度（公財）日本セーリング連盟会員 

日本レーザークラス協会会員

日時点で満 12

31 日時点で満

年⾝体能⼒測定会参加申込書」（データ）にて下記宛に

日本レーザークラス協会強化委員会 奥津 

kyouka[at]cityfujisawa.ne.jp

は＠に変更してください。  

親権者の署名、捺印をして PDF ファイルでの送付をお願いします。

日） 

                  

                   日本レーザークラス協会

ユース⾝体能⼒測定会

ユース世界選手権等代表選手選考方針」及び「

を開催します。記載事項確認の上

オリンピック強化委員会） 

佐賀県ヨット連盟、玄海セーリングクラブ

Tel 0592-26-0525

Tel 0955-73-

 

日本レーザークラス協会会員 

2 歳以上から

日時点で満 15 歳以上から

（データ）にて下記宛に

kyouka[at]cityfujisawa.ne.jp

ファイルでの送付をお願いします。

                  ２０１９

日本レーザークラス協会

⾝体能⼒測定会

ユース世界選手権等代表選手選考方針」及び「2019 年度⾝体能⼒測

を開催します。記載事項確認の上、参加申し込みをお願い

 

佐賀県ヨット連盟、玄海セーリングクラブ 

0525 

-7041 

から 18 歳未満の者

歳以上から 19 歳未満の者

（データ）にて下記宛に Email 

kyouka[at]cityfujisawa.ne.jp 

ファイルでの送付をお願いします。

２０１９年２⽉２０

日本レーザークラス協会 強化委員会

⾝体能⼒測定会  

年度⾝体能⼒測

参加申し込みをお願い

 

歳未満の者 

歳未満の者 

Email にて 

ファイルでの送付をお願いします。 

２０日 

強化委員会 

 

年度⾝体能⼒測

参加申し込みをお願い



 

９. 持参品：

        

        

        

１０. 参加料：

１１. 責任

１２．保険

１３．日程：

                 

          

              

１４．問

１５．その他

（参考）

2019

2019

 

持参品： 

             

          

          

参加料： 選手

責任：  参加者は自己の責任において

主催

加者の参加前、参加中、参加後の死亡、怪我、病気またはその他の物質

的な損害についての責任を負わない。

１２．保険：  参加者は

日程：        

                  

                 

                  

問合わせ先：

その他： 当測定

ユース

分のみが

（参考） 

2019 年レーザー・ラジアルユース
http://www.laserjapan.org/wp

2019 年度⾝体能⼒測定
http://www.laserjapan.org/wp

 

  １）健康保険証

  ２）筆記用具

  ３）トレーニングウェア及びジョギングシューズ

  ４）ストレッチ用マットまたは大きめのバスタオル

選手 1 名 1,000

参加者は自己の責任において

主催・共催団体、

加者の参加前、参加中、参加後の死亡、怪我、病気またはその他の物質

的な損害についての責任を負わない。

参加者は、有効な

       13:00

13:15

    13:30

      16:00

    (注)午前中に海上練習した

セーリングギアでの測定参加は認めない。

また、スケジュール及び測定項目は当日の天候等の理由により変更することがある。

合わせ先： E-mail : ilcajpn

測定会の成績は

ユース世界選手権選考のポイントに反映されます。

分のみが 2019 年レーザー・ラジアルユース世界選手権選考のポイントに反映されます。

年レーザー・ラジアルユース
http://www.laserjapan.org/wp

年度⾝体能⼒測定
http://www.laserjapan.org/wp-

１）健康保険証 

２）筆記用具 

３）トレーニングウェア及びジョギングシューズ

４）ストレッチ用マットまたは大きめのバスタオル

1,000 円（当日受付にて徴収）

参加者は自己の責任において

団体、またはこの測定会

加者の参加前、参加中、参加後の死亡、怪我、病気またはその他の物質

的な損害についての責任を負わない。

、有効な障害保険と賠償保険

0〜13:15 集合、

13:15〜13:30  ⾝体能⼒測定説明

30〜16:00  

16:00〜16:30  

午前中に海上練習した

セーリングギアでの測定参加は認めない。

また、スケジュール及び測定項目は当日の天候等の理由により変更することがある。

mail : ilcajpn-kyouka[at]cityfujisawa.ne.jp

＊[at]を＠に変更し送信願います。

の成績は、4.7 クラス

世界選手権選考のポイントに反映されます。

年レーザー・ラジアルユース世界選手権選考のポイントに反映されます。

年レーザー・ラジアルユース/4.7 ユース世界選手権等代表選手選考方針
-content/uploads/2018/09/2019

 実施要領 
-content/uploads/2018/09/2019
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３）トレーニングウェア及びジョギングシューズ

４）ストレッチ用マットまたは大きめのバスタオル

円（当日受付にて徴収）

参加者は自己の責任において、この⾝体能⼒測定に参加するものとする。

またはこの測定会に関わる運営役員、ボランティアは

加者の参加前、参加中、参加後の死亡、怪我、病気またはその他の物質

的な損害についての責任を負わない。 

と賠償保険に加入

集合、受付（食事を済ませて集合）

13:30  ⾝体能⼒測定説明

16:00  ⾝体能⼒測定

16:30  フィードバック後解散

午前中に海上練習した者は、トレーニングウェアに着替えた上で集合すること

セーリングギアでの測定参加は認めない。

また、スケジュール及び測定項目は当日の天候等の理由により変更することがある。

kyouka[at]cityfujisawa.ne.jp

を＠に変更し送信願います。

クラスについては 4/27(

世界選手権選考のポイントに反映されます。

年レーザー・ラジアルユース世界選手権選考のポイントに反映されます。

ユース世界選手権等代表選手選考方針
content/uploads/2018/09/2019

 
content/uploads/2018/09/2019

2 

３）トレーニングウェア及びジョギングシューズ 

４）ストレッチ用マットまたは大きめのバスタオル 

円（当日受付にて徴収） 

この⾝体能⼒測定に参加するものとする。

に関わる運営役員、ボランティアは

加者の参加前、参加中、参加後の死亡、怪我、病気またはその他の物質

に加入していなければならない

（食事を済ませて集合）

⾝体能⼒測定説明 

測定 

フィードバック後解散 (成績は後日発表

は、トレーニングウェアに着替えた上で集合すること

セーリングギアでの測定参加は認めない。 

また、スケジュール及び測定項目は当日の天候等の理由により変更することがある。

kyouka[at]cityfujisawa.ne.jp

を＠に変更し送信願います。

4/27(土)測定実施分

世界選手権選考のポイントに反映されます。ラジアル

年レーザー・ラジアルユース世界選手権選考のポイントに反映されます。

ユース世界選手権等代表選手選考方針
content/uploads/2018/09/2019-representative

content/uploads/2018/09/2019-Physical-fitness

この⾝体能⼒測定に参加するものとする。

に関わる運営役員、ボランティアは

加者の参加前、参加中、参加後の死亡、怪我、病気またはその他の物質

していなければならない

（食事を済ませて集合） 

成績は後日発表

は、トレーニングウェアに着替えた上で集合すること

 

また、スケジュール及び測定項目は当日の天候等の理由により変更することがある。

kyouka[at]cityfujisawa.ne.jp   奥津

を＠に変更し送信願います。 

測定実施分のみ

ラジアルクラスについては

年レーザー・ラジアルユース世界選手権選考のポイントに反映されます。

ユース世界選手権等代表選手選考方針
representative-selection-policy_Radial

fitness-measurement.pdf

この⾝体能⼒測定に参加するものとする。 

に関わる運営役員、ボランティアは、参 

加者の参加前、参加中、参加後の死亡、怪我、病気またはその他の物質 

していなければならない      

成績は後日発表) 

は、トレーニングウェアに着替えた上で集合すること

また、スケジュール及び測定項目は当日の天候等の理由により変更することがある。

奥津 

のみが 2019 年レーザー・

については 5/2(木

年レーザー・ラジアルユース世界選手権選考のポイントに反映されます。

ユース世界選手権等代表選手選考方針 
policy_Radial-47-Youth.pdf

measurement.pdf 

は、トレーニングウェアに着替えた上で集合すること。 

また、スケジュール及び測定項目は当日の天候等の理由により変更することがある。

年レーザー・4.7

木)測定実施 

年レーザー・ラジアルユース世界選手権選考のポイントに反映されます。 

Youth.pdf 

以 

また、スケジュール及び測定項目は当日の天候等の理由により変更することがある。 

4.7 

 

 上 


