
※この調査票は、参加者本人が記入すること。
※枠内の必要事項を記入し、該当する選択肢に○印を記入すること。
※記入された個人情報は、国体業務のみに使用するため、趣旨を理解のうえ、記入すること。

□

Ⅰ．参加履歴
(1)第○回大会　＜冬季大会：○○○　　本大会：○○○＞

出場

より

不出場

(2)第○回大会　＜冬季大会：○○○　　本大会：○○○＞

出場

より

不出場

(1)

(4)

(5)

(6)

Ⅲ．所属区分・所属所在地（以下の区分から参加を申込） 　※1つだけ選択し、該当する所在地を記入（参加履歴のある方は過去に合わせる）

岐阜県立　・　市立　・　町立　・　村立

※原則、高等学校または中学校を記入 高等学校　・　中学校　・　小学校　

Ⅳ．監督資格（日本スポーツ協会公認○○コーチ１　等） 　※監督に必要な資格は、実施要項を確認すること。

第○回国民体育大会　参加に係る個人調査票 注意事項

※都道府県予選会から国体閉会式まで資格が「有効」である者が対象となる。

イ． 勤務地
令和○年4月30日以前から競技会終了時点まで、岐阜県
内の事業所にて雇用契約を締結して勤務している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市
　　　　　　　　郡　　　　　　　  　 町　・　村

※有効期限が○○○○年9月30日の場合は、それまでに必ず更新手続きを行うこと。

トップアスリート特例措置を使用する。（該当者は、日本スポーツ協会ホームページにて確認） はい　　・　　いいえ

ア． 居住地を示す現住所
令和○年4月30日以前から競技会終了時点まで、岐阜県
内の住所に登録を済ませ、生活している実態がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市
　　　　　　　　郡　　　　　　  　　 町　・　村

ウ． ふるさと（卒業校）

指導者資格名 登録番号 有効期限 年　　 月　 　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市
　　　　　　　　郡　　　　　　　  　 町　・　村

※ふるさと登録した大会を記入

d．「東日本大震災に係る選手及び監督の国体参加資格の特例措置」を活用する。 震災特例

健康診断を受け、健康であると証明されている。 はい　　・　　いいえ

ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ検査同意書を熟読して記入し、大会期間中は常に携帯する。（18歳未満は、親権者の同意も含む） はい　　・　　いいえ

e. 第○回において「例外適用」で出場した。　※例外適用区分（新卒業者等）を右に記入

Ⅱ．参加資格（選択した内容によっては参加できない場合があるので、注意すること）

(3)
岐阜県予選会及びﾌﾞﾛｯｸ大会を含め、第○回大会において、複数競技に参加申込していない。

はい　　・　　いいえ
　※なお、第○回冬季大会に出場している場合は、この限りではない。

日本国籍を有している、あるいは「永住者」（特別永住者を含む）である。 はい　　・　　いいえ

(2)

過去2大会（第○回・第○回）において、今回と異なる都道府県から参加していない。 はい　　・　　いいえ

【いいえ】
の場合の
例外適用

a．令和○年度または令和○年度に学校教育法第１条に規定する学校を卒業した。 新卒業者

　※ただし、令和○年度卒業者は、令和○年度に国体に出場していない者に限り認める。 卒業校：

　※ただし、令和○年5月1日～令和○年4月30日に結婚又は離婚した場合は、第○回に出場していない者に限り認める。

c．「ふるさと選手制度」を活用する、または解除する。 活用　　　・　解除

b．令和○年5月1日～令和○年4月30日までに法的手続を含め、結婚又は離婚した。
結婚　　・　　離婚

本大会

※出場した大会に全て○印を記入すること。なお、県予選会に出場した時点で「国体出場」扱いとなる。

を選択して出場した

都道府県予選会

ブロック大会

※学校関係者のみ記入

　　（教）　　・　　（職）

居住地

※住民票登録住所を記入

　　　　　　　　都　・　道　　　　　　　　　　　　　　　　　市　・　区
　　　　　　　　府　・　県　　　　　　　　郡　　　　　　　 町　・　村

中央競技団体
登録番号

※該当競技のみ記入

プログラム掲載用所属
（勤務先・学校名　等）

※略称を使用せず正規所属名を記入（「株式会社」「岐阜県立」「○○市町立」等を記入）

本大会

を選択して出場した

都道府県予選会

ブロック大会

フリガナ
性　別 男　・　女

生年月日 西暦　　　　　　　年　　　　月　　　　日
氏　名

学　年 年生
異字体を含む場合は✔を記入→

【監督兼選手用】

所属
都道府県

岐阜県 参加大会 ブロック大会　　・　　本大会 記入日 西暦　　　　　　　年　　　　月　　　　日

競技名
（種　目）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
種　別

　　　全種別

　　　成年男子　・　成年女子　・　少年男子　・　少年女子

都
道
府
県

都
道
府
県

ア．居住地を示す現住所

イ．勤務地

ウ．ふるさと

エ．学校所在地(少年時)

オ．JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ(少年時)

ア．居住地を示す現住所

イ．勤務地

ウ．ふるさと

エ．学校所在地(少年時)

オ．JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ(少年時)

・Ⅰ．参加資格（１）～（２）は、過去２年間で参加申込した参加資格の整合性が

とれるよう、競技団体事務局で調査し、本人に指示して記載させること

・過去２年間で岐阜県以外から出場している場合は、Ⅱ．（２）「【いいえ】の場

合の例外適用」を必ず回答すること

Ⅲ．過去大会の参加区分に合わせること

異字体がある場合は、必ず

別紙「異字体報告」をすること



※この調査票は、参加者本人が記入すること。
※枠内の必要事項を記入し、該当する選択肢に○印を記入すること。
※記入された個人情報は、国体業務のみに使用するため、趣旨を理解のうえ、記入すること。

□

Ⅰ．参加履歴
(1)第○回大会　＜冬季大会：○○○　　本大会：○○○＞

出場

より ○

不出場

(2)第○回大会　＜冬季大会：○○○　　本大会：○○○＞

出場

より ○

不出場

○

(1)

(4)

(5)

(6)

Ⅲ．所属区分・所属所在地（以下の区分から参加を申込） 　※1つだけ選択し、該当する所在地を記入（参加履歴のある方は過去に合わせる）

岐阜県立　・　市立　・　町立　・　村立

※原則、高等学校または中学校を記入 高等学校　・　中学校　・　小学校　

Ⅳ．監督資格（日本スポーツ協会公認○○コーチ１　等） 　※監督に必要な資格は、実施要項を確認すること。

※ふるさと登録した大会を記入

■■、■■、■■、■■、■■、■■
▲▲▲▲

■■■■年■■月■■日

※有効期限が○○○○年9月30日の場合は、それまでに必ず更新手続きを行うこと。

※都道府県予選会から国体閉会式まで資格が「有効」である者が対象となる。

第○回国民体育大会　参加に係る個人調査票 記入例

体協　次郎

※該当競技のみ記入

■■■■■■■

岐阜

岐阜

指導者資格名 ●●●● 登録番号 ■■■■■■■ 有効期限

イ． 勤務地
令和○年4月30日以前から競技会終了時点まで、岐阜県
内の事業所にて雇用契約を締結して勤務している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市
　　　　　　　　郡　　　　　　　  　 町　・　村

ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ検査同意書を熟読して記入し、大会期間中は常に携帯する。（18歳未満は、親権者の同意も含む） はい　　・　　いいえ

トップアスリート特例措置を使用する。（該当者は、日本スポーツ協会ホームページにて確認） はい　　・　　いいえ

ア． 居住地を示す現住所
令和○年4月30日以前から競技会終了時点まで、岐阜県
内の住所に登録を済ませ、生活している実態がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市
　　　　　　　　郡　　　　　　  　　 町　・　村

　　　　　　　　　　　　　●●　　　　　市
　　　　　　　　郡　　　　　　　  　 町　・　村

ウ． ふるさと（卒業校）

(3)
岐阜県予選会及びﾌﾞﾛｯｸ大会を含め、第○回大会において、複数競技に参加申込していない。

はい　　・　　いいえ
　※なお、第○回冬季大会に出場している場合は、この限りではない。

健康診断を受け、健康であると証明されている。 はい　　・　　いいえ

活用　　　・　解除

d．「東日本大震災に係る選手及び監督の国体参加資格の特例措置」を活用する。 震災特例

e. 第○回において「例外適用」で出場した。　※例外適用区分（新卒業者等）を右に記入

本大会

Ⅱ．参加資格（選択した内容によっては参加できない場合があるので、注意すること）
日本国籍を有している、あるいは「永住者」（特別永住者を含む）である。 はい　　・　　いいえ

(2)

過去2大会（第○回・第○回）において、今回と異なる都道府県から参加していない。 はい　　・　　いいえ

【いいえ】
の場合の
例外適用

a．令和○年度または令和○年度に学校教育法第１条に規定する学校を卒業した。 新卒業者

　※ただし、令和○年度卒業者は、令和○年度に国体に出場していない者に限り認める。 卒業校：

b．令和○年5月1日～令和○年4月30日までに法的手続を含め、結婚又は離婚した。
結婚　　・　　離婚

　※ただし、令和○年5月1日～令和○年4月30日に結婚又は離婚した場合は、第○回に出場していない者に限り認める。

c．「ふるさと選手制度」を活用する、または解除する。

本大会

※出場した大会に全て○印を記入すること。なお、県予選会に出場した時点で「国体出場」扱いとなる。

を選択して出場した

都道府県予選会

ブロック大会

を選択して出場した

都道府県予選会

ブロック大会

居住地

※住民票登録住所を記入

　　　　　　　　都　・　道　　　　　　　　　　　　●●　　市　・　区
　　愛知    　府　・　県　　　　　　　　郡　　　　　　　 町　・　村

中央競技団体
登録番号

競技名
（種　目）

●●●●
（　　　　　　　▲▲▲▲　　　　　　　）

種　別
　　　全種別

　　　成年男子　・　成年女子　・　少年男子　・　少年女子
フリガナ タイキョウ　ジロウ

性　別 男　・　女
生年月日 西暦■■■■年■■月■■日

氏　名
学　年 年生

異字体を含む場合は✔を記入→

【監督兼選手用】

所属
都道府県

岐阜県 参加大会 ブロック大会　　・　　本大会 記入日 西暦■■■■年■■月■■日

プログラム掲載用所属
（勤務先・学校名　等）

※略称を使用せず正規所属名を記入（「株式会社」「岐阜県立」「○○市町立」等を記入） ※学校関係者のみ記入

　　（教）　　・　　（職）名古屋市立▲▲中学校

都
道
府
県

都
道
府
県

ア．居住地を示す現住所

イ．勤務地

ウ．ふるさと

エ．学校所在地(少年時)

オ．JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ(少年時)

ア．居住地を示す現住所

イ．勤務地

ウ．ふるさと

エ．学校所在地(少年時)

オ．JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ(少年時)


