
＜チャンピオンリーグ　７人制　　専用＞ ＊団体内で複数のチームを登録する場合は、本紙をコピーしてお使いください

団体名 チーム名

氏名

性別 年齢 眼鏡使用 眼鏡保護

例 男・女 22 歳 有・無 有・無

1 歳

2 歳

3 歳

4 歳

5 歳

6 歳

7 歳

8 歳

9 歳

10 歳

11 歳

12 歳

13 歳

14 歳

注 ①チャンピオンリーグは順位を競います。チャレンジフィールドに参加できない可能性があります。

意 ②近隣での違法駐車は固くお断り致します。

事 ③貸し切りバスでの来場は限定10台とさせていただきます。(先着順)

項 ④弁当の当日販売は致しません。また、事前申込分をｷｬﾝｾﾙすることもできません。

⑤チャンピオンリーグにご参加される選手は各自で「すね当て」を必ずご用意ください。

 競技会本部からの貸出は、緊急の場合のみお貸し致します。

 年　 　月　 　日　生

 年　 　月　 　日　生

 年　 　月　 　日　生

 年　 　月　 　日　生

 年　 　月　 　日　生

 年　 　月　 　日　生

 年　 　月　 　日　生

 年　 　月　 　日　生

 年　 　月　 　日　生

 年　 　月　 　日　生

 年　 　月　 　日　生

 年　 　月　 　日　生

＊受付番号(主催者記入)

携帯　

電話　

ＦＡＸ　

代表者　

　(郵送先)
氏名

未経験　初心者　経験者　上級者

未経験　初心者　経験者　上級者

未経験　初心者　経験者　上級者

未経験　初心者　経験者　上級者

未経験　初心者　経験者　上級者

未経験　初心者　経験者　上級者

未経験　初心者　経験者　上級者

未経験　初心者　経験者　上級者

未経験　初心者　経験者　上級者

未経験　初心者　経験者　上級者 年　 　月　 　日　生

２０００ 年　１ 　月　１    日　生

 年　 　月　 　日　生

トウキョウ　タロウ

氏名

連絡先

当日監督者名 当日コーチ人数 名

区分１

第15回 全日本知的障害児･者サッカー競技会　にっこにこフェスタ　団体参加登録用紙 締切：11月3日必着

中学　高校　一般 未経験　初心者　経験者　上級者

未経験　初心者　経験者　上級者

未経験　初心者　経験者　上級者

住所
〒　 　－

未経験　初心者　経験者　上級者

未経験　初心者　経験者　上級者

区分２フリガナ 生年月日

東京　太郎

弁当注文票
・７００円の予定(飲物付)

・選手以外の注文も受け付けます

個
(いずれかに○を付けてください)

駐車券希望票
･団体につき1台までとします。
･応援者だけでのお車に対して発行できません

･駐車台数に限りがありますので、先着順に発行させてい

ただきます。駐車券が無いと競技場内に駐車できません。

普通車 □ バス □
(チェックを入れてください)

発行者に対しては、受託票と一緒に

駐車券をお送りします。
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