ジュニアヨット国際親善大阪レガッタ２０１２実行委員会 御中
To Regatta Committee of Junior Yacht International Goodwill Regatta Osaka 2012

ジュニアヨット国際親善大阪レガッタ 2012
Junior Yacht International Goodwill Osaka Regatta

参加申込書
Entry Application Form
申込日 Application Date：２０１２年 Year

月 Month

日 Date
国

フリガナ

年
氏 名

月

日生

Birthday, Month and Year

Full Name

男

籍

Nationality

Male

女
(

歳 Age)

住 所

電 話番号

Address

Phone No.
Ａグループ（ＯＰ級上級者・ミニホッパー級・

Participating Class
（級/Class 〇）

セール No.
Sail No.

トッパー級）

参加クラス

Female

A Group(OP Advanced class・Mini-hopper

JSAF 会員番号

class・Topper class)

JSAF Membership No.

Ｂグループ（ＯＰ級初級者）
B Group(OP Beginners’ class)

保護者氏名

所属クラブ名

Name of Parent

Name of Club

レ ン タ ル 艇 希 望 （ 有 ・ 無 ） ２ ２ 日 練 習 参 加 希 望 （ 有 ・ 無 ） ｱｸｾｽﾃﾞｨﾝｷﾞｰｵｰﾌﾟﾝ参加希望（有・無）
Boat Rental Require

(Yes・No)

Practice Require on 22nd

(Yes・No)

Open Participation Access Dinghy (Yes・No)

※太枠内にご記入ください Please fulfill above
＜誓約書 The Written Oath＞
私、参加者本人並びにその保護者は、本レース委員会の定める諸規則並びに帆走指示書の規定を尊重し、自
己の責任において参加します。本レース委員会は、参加並びに参加者の生命及び身体の安全について何ら責
任を負うものではないことを認めます。したがって、主催者に対していかなる損害賠償等の請求をしないことを
誓います。
I , myself and my parent, declare that we would respect the rules decided by the race committee and the
sailing instructions and would participate this regatta by our own responsibility. We also would admit that this
race committee will not bear any responsibility to the life and the safety of the participants for this regatta.
We, therefore, would swear that we will not claim any compensation for the damage to Organizing Authorities
of this regatta.

本 人 署 名
Signature of

Applicant

保 護 者 署 名
Signature of

Applicant’s Parent

( こ こ に 振 込 証 を 貼 付 )
(Fix here the remittance evidence)
なお、参加料４,０００円は下記口座に振込みを行い、
９月１４日（金)必着で郵送又はＦＡＸで申し込みます。
参加費等振込先

I would apply for the entry of this regatta, sending
this application form.
I have remitted the entry fee Yen 4,000 to the.

Following Bank Account and have fixed the copy
of the remittance evidence to the above space.

三井住友銀行 新橋支店 普通０７４４６１０
(口座名) ジュニアヨット国際親善レガッタ
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Shinbashi Branch
Savings Account No.０７４４６１０
Account Name: Junior Yacht International Goodwill Regatta
(ジュニアヨットコクサイシンゼンレガッタ)

(お振込金額計算書) (The calculation for the remittance amount)

●エントリーフィー
Entry Fee
選手１名
One Sailor

＋

４,０００円

●ﾊﾟｰﾃｨｰ費

●お振込総額

Goodwill Party Fee

Total Remittance amount

１名につき
1,000 円×

＝

＠Yen 1,000

Yen 4,000
●選手本人の傷害保険、

●選手本人以外の

懇親会費を含む

懇親会参加希望人数

（弁当代含まず）

Goodwill Party Fee

Including Insurance
and Goodwill Party
Fee for the sailor
(No Lunch Box included)

円

名

for other than sailor

Yen

