
 

 

第１２回第１２回第１２回第１２回    スポーツカイト日本海チャレンジスポーツカイト日本海チャレンジスポーツカイト日本海チャレンジスポーツカイト日本海チャレンジ    大会要項大会要項大会要項大会要項    
    

日日日日                                        時時時時    ２００３年５月３日（土祝）２００３年５月３日（土祝）２００３年５月３日（土祝）２００３年５月３日（土祝）    １０：００１０：００１０：００１０：００    ～～～～    １７：００１７：００１７：００１７：００    
                                            ５月４日５月４日５月４日５月４日    （日）（日）（日）（日）    １０：００１０：００１０：００１０：００    ～～～～    １５：００１５：００１５：００１５：００    
場場場場                                        所所所所        石川県河北郡内灘町石川県河北郡内灘町石川県河北郡内灘町石川県河北郡内灘町        内灘海岸海水浴場内灘海岸海水浴場内灘海岸海水浴場内灘海岸海水浴場    特設会場特設会場特設会場特設会場    
主主主主                                        催催催催    全日本スポーツカイト協会（ＡＪＳＫＡ）石川支部全日本スポーツカイト協会（ＡＪＳＫＡ）石川支部全日本スポーツカイト協会（ＡＪＳＫＡ）石川支部全日本スポーツカイト協会（ＡＪＳＫＡ）石川支部    
共共共共                    催催催催    内灘町世界の凧の祭典実行委員会内灘町世界の凧の祭典実行委員会内灘町世界の凧の祭典実行委員会内灘町世界の凧の祭典実行委員会    日本の凧の会日本の凧の会日本の凧の会日本の凧の会    石川テレビ放送石川テレビ放送石川テレビ放送石川テレビ放送    
共共共共    催催催催    ・・・・    公公公公    認認認認        全日本スポーツカイト協会（ＡＪＳＫＡ）全日本スポーツカイト協会（ＡＪＳＫＡ）全日本スポーツカイト協会（ＡＪＳＫＡ）全日本スポーツカイト協会（ＡＪＳＫＡ）    
    

参参参参        加加加加        費費費費    無料無料無料無料    
    

宿宿宿宿    泊泊泊泊    補補補補    助助助助    参加選手の皆様には内灘町世界の凧の祭典実行委員会より以下の宿泊補助があります。参加選手の皆様には内灘町世界の凧の祭典実行委員会より以下の宿泊補助があります。参加選手の皆様には内灘町世界の凧の祭典実行委員会より以下の宿泊補助があります。参加選手の皆様には内灘町世界の凧の祭典実行委員会より以下の宿泊補助があります。    
    （原則として定員３０名までのお申し込み先着順となりますが、状況によりチーム競技（原則として定員３０名までのお申し込み先着順となりますが、状況によりチーム競技（原則として定員３０名までのお申し込み先着順となりますが、状況によりチーム競技（原則として定員３０名までのお申し込み先着順となりますが、状況によりチーム競技    
    参加選手の方優先等の調整をさせて頂く場合がありますのでご了承下さい。）参加選手の方優先等の調整をさせて頂く場合がありますのでご了承下さい。）参加選手の方優先等の調整をさせて頂く場合がありますのでご了承下さい。）参加選手の方優先等の調整をさせて頂く場合がありますのでご了承下さい。）    
 

    サンレークサンレークサンレークサンレーク    ＢＵＳＩＮＥＳＳＢＵＳＩＮＥＳＳＢＵＳＩＮＥＳＳＢＵＳＩＮＥＳＳ    ＨＯＴＥＬＨＯＴＥＬＨＯＴＥＬＨＯＴＥＬ    ５月３日５月３日５月３日５月３日    １泊１泊１泊１泊    朝食付き朝食付き朝食付き朝食付き        無料無料無料無料        
 〒〒〒〒    ９２０－０２６５９２０－０２６５９２０－０２６５９２０－０２６５        石川県河北郡内灘町字大学２丁目２１６番地石川県河北郡内灘町字大学２丁目２１６番地石川県河北郡内灘町字大学２丁目２１６番地石川県河北郡内灘町字大学２丁目２１６番地    
    ＴＥＬ：０７６－２８６－２５２２ＴＥＬ：０７６－２８６－２５２２ＴＥＬ：０７６－２８６－２５２２ＴＥＬ：０７６－２８６－２５２２            ＦＡＸ：０７６－２８６－２５２３ＦＡＸ：０７６－２８６－２５２３ＦＡＸ：０７６－２８６－２５２３ＦＡＸ：０７６－２８６－２５２３ 
    

レセプションレセプションレセプションレセプション    歓迎レセプ歓迎レセプ歓迎レセプ歓迎レセプション（立食パーティ，アトラクション，凧オークション）ション（立食パーティ，アトラクション，凧オークション）ション（立食パーティ，アトラクション，凧オークション）ション（立食パーティ，アトラクション，凧オークション）    
    ５月３日５月３日５月３日５月３日    １８：００～２０：００１８：００～２０：００１８：００～２０：００１８：００～２０：００    料金料金料金料金    ４４４４,,,,０００円０００円０００円０００円    
    内灘町文化会館（ＴＥＬ：０７６－２８６－１１２３）内灘町文化会館（ＴＥＬ：０７６－２８６－１１２３）内灘町文化会館（ＴＥＬ：０７６－２８６－１１２３）内灘町文化会館（ＴＥＬ：０７６－２８６－１１２３）    
    

競競競競    技技技技    種種種種    目目目目 / / / /    ５月３日（土祝）５月３日（土祝）５月３日（土祝）５月３日（土祝）            ９：００９：００９：００９：００        受付開始受付開始受付開始受付開始    
スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール            ９：３０９：３０９：３０９：３０        開会式開会式開会式開会式    
                                                                    １０：００１０：００１０：００１０：００        競技開始競技開始競技開始競技開始    ノービスノービスノービスノービス    個人規定（コンパルソリー個人規定（コンパルソリー個人規定（コンパルソリー個人規定（コンパルソリー3333 種）種）種）種）    
                                                                                                                                                                                                                オープンオープンオープンオープン    クワッド個人バレエクワッド個人バレエクワッド個人バレエクワッド個人バレエ    
                                                                                                                                                                                                                                オープンオープンオープンオープン    個人バレエ個人バレエ個人バレエ個人バレエ    
        オープンオープンオープンオープン    ペアバレエペアバレエペアバレエペアバレエ    
                                                                                                                                    １８：００１８：００１８：００１８：００        レセプションレセプションレセプションレセプション    内灘町文化会館内灘町文化会館内灘町文化会館内灘町文化会館    ４４４４,,,,０００円０００円０００円０００円    
    

    ５月４日５月４日５月４日５月４日    （日）（日）（日）（日）            ９：３０９：３０９：３０９：３０        受付開始受付開始受付開始受付開始    
                                                                                                                                        １０：３０１０：３０１０：３０１０：３０        競技開始競技開始競技開始競技開始        オープンオープンオープンオープン    チームバレエチームバレエチームバレエチームバレエ    
    

注注注注        意意意意        事事事事        項項項項        ・・・・    本年度版本年度版本年度版本年度版 AJSKA AJSKA AJSKA AJSKA 公認の国際スポーツ公認の国際スポーツ公認の国際スポーツ公認の国際スポーツカイト競技ルールに則り競技を行います。カイト競技ルールに則り競技を行います。カイト競技ルールに則り競技を行います。カイト競技ルールに則り競技を行います。    
但し、オーガナイザー，チーフジャッジ，ヘッドジャッジにより一部変更になる但し、オーガナイザー，チーフジャッジ，ヘッドジャッジにより一部変更になる但し、オーガナイザー，チーフジャッジ，ヘッドジャッジにより一部変更になる但し、オーガナイザー，チーフジャッジ，ヘッドジャッジにより一部変更になる    
場合があります。場合があります。場合があります。場合があります。        

・・・・    競技フィールドは、約競技フィールドは、約競技フィールドは、約競技フィールドは、約 100100100100ｍｍｍｍ    ××××    約約約約 100100100100ｍｍｍｍ    １面としイエローラインは設けません。１面としイエローラインは設けません。１面としイエローラインは設けません。１面としイエローラインは設けません。    
・・・・    競技中にフィールド内にてテレビの撮影が行われる可能性があります。競技中にフィールド内にてテレビの撮影が行われる可能性があります。競技中にフィールド内にてテレビの撮影が行われる可能性があります。競技中にフィールド内にてテレビの撮影が行われる可能性があります。    

    ・・・・    バレエ競技用の音源は、ＣＤ，又はカセットテープバレエ競技用の音源は、ＣＤ，又はカセットテープバレエ競技用の音源は、ＣＤ，又はカセットテープバレエ競技用の音源は、ＣＤ，又はカセットテープ    にてご準備お願いします。にてご準備お願いします。にてご準備お願いします。にてご準備お願いします。    
    ・・・・    天候や風の状況により競技内容，スケジュールの変更，遅延，中止もありえます。天候や風の状況により競技内容，スケジュールの変更，遅延，中止もありえます。天候や風の状況により競技内容，スケジュールの変更，遅延，中止もありえます。天候や風の状況により競技内容，スケジュールの変更，遅延，中止もありえます。    
    ・・・・    ３エントリーに満たない種目については中止となる場合も３エントリーに満たない種目については中止となる場合も３エントリーに満たない種目については中止となる場合も３エントリーに満たない種目については中止となる場合もあります。あります。あります。あります。    
    

おおおお    問問問問    合合合合    せせせせ    お問合せは、内灘町世界の凧の祭典実行委員会事務局の他にＡＪＳＫＡ石川支部でもお問合せは、内灘町世界の凧の祭典実行委員会事務局の他にＡＪＳＫＡ石川支部でもお問合せは、内灘町世界の凧の祭典実行委員会事務局の他にＡＪＳＫＡ石川支部でもお問合せは、内灘町世界の凧の祭典実行委員会事務局の他にＡＪＳＫＡ石川支部でも    
    受け付けます。受け付けます。受け付けます。受け付けます。    
    

    ＡＪＳＫＡ石川支部長ＡＪＳＫＡ石川支部長ＡＪＳＫＡ石川支部長ＡＪＳＫＡ石川支部長    中村信康中村信康中村信康中村信康    
    ＴＥＬ：０９０－１３１４－８９４８ＴＥＬ：０９０－１３１４－８９４８ＴＥＬ：０９０－１３１４－８９４８ＴＥＬ：０９０－１３１４－８９４８    eeee----mailmailmailmail：：：：ishikawa@ajska.gr.jpishikawa@ajska.gr.jpishikawa@ajska.gr.jpishikawa@ajska.gr.jp    
    

お申し込み方法お申し込み方法お申し込み方法お申し込み方法        参加者お１人ごとに、参加者お１人ごとに、参加者お１人ごとに、参加者お１人ごとに、別紙申し込み用紙により別紙申し込み用紙により別紙申し込み用紙により別紙申し込み用紙により FAXFAXFAXFAX，郵送，又は，郵送，又は，郵送，又は，郵送，又は eeee----mailmailmailmail にてにてにてにて    
    以下宛先に申し込み下さい。以下宛先に申し込み下さい。以下宛先に申し込み下さい。以下宛先に申し込み下さい。    
    

    内灘町世界の凧の祭典実行委員会事務局内灘町世界の凧の祭典実行委員会事務局内灘町世界の凧の祭典実行委員会事務局内灘町世界の凧の祭典実行委員会事務局    （又は内灘町教育委員会生涯学習課）（又は内灘町教育委員会生涯学習課）（又は内灘町教育委員会生涯学習課）（又は内灘町教育委員会生涯学習課）    
        〒〒〒〒    ９２０－０２９２９２０－０２９２９２０－０２９２９２０－０２９２        石川県河北郡内灘町字大石川県河北郡内灘町字大石川県河北郡内灘町字大石川県河北郡内灘町字大学１丁目２番地１学１丁目２番地１学１丁目２番地１学１丁目２番地１    
                                                            ＴＥＬ：０７６－２８６－６７１６ＴＥＬ：０７６－２８６－６７１６ＴＥＬ：０７６－２８６－６７１６ＴＥＬ：０７６－２８６－６７１６            ＦＡＸ：０７６－２８６－６７１４ＦＡＸ：０７６－２８６－６７１４ＦＡＸ：０７６－２８６－６７１４ＦＡＸ：０７６－２８６－６７１４    
    eeee----mailmailmailmail：：：：shogaigakushu@town.uchinada.ishikawa.jp shogaigakushu@town.uchinada.ishikawa.jp shogaigakushu@town.uchinada.ishikawa.jp shogaigakushu@town.uchinada.ishikawa.jp     



 

 

    

お申し込み締切お申し込み締切お申し込み締切お申し込み締切        ４月２７日４月２７日４月２７日４月２７日    までまでまでまで    
    

規定図形規定図形規定図形規定図形    
    

10.Power Dive with Roll    10.Power Dive with Roll    10.Power Dive with Roll    10.Power Dive with Roll        22.Octagon 22.Octagon 22.Octagon 22.Octagon     5.Wedge5.Wedge5.Wedge5.Wedge    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    ――――    

参参参参    加加加加    申申申申    込込込込    書書書書    
ふりがなふりがなふりがなふりがな    

氏氏氏氏                名名名名    AJSKA No.AJSKA No.AJSKA No.AJSKA No.    

住住住住    所所所所            〒〒〒〒    
    

電電電電    話話話話    番番番番    号号号号    ：：：：    クラス：クラス：クラス：クラス：    

AJSKA No.AJSKA No.AJSKA No.AJSKA No.    
チームチームチームチーム    名名名名    
メンバーメンバーメンバーメンバー    

１１１１.                   .                   .                   .                   ２．２．２．２．                                                                    ３．３．３．３．    
    

４．４．４．４．                                                                        ５．５．５．５．                                                                    ６．６．６．６．    クラス：クラス：クラス：クラス：    

AJSKA No.AJSKA No.AJSKA No.AJSKA No.    ペア名ペア名ペア名ペア名    
    

メンバーメンバーメンバーメンバー                １．１．１．１．                                                                                    ２．２．２．２．    クラス：クラス：クラス：クラス：    

参参参参    加加加加    種種種種    目目目目    
    

（（（（    □にチェックを□にチェックを□にチェックを□にチェックを    
                    して下さいして下さいして下さいして下さい    ））））    

□□□□    ノービスノービスノービスノービス    個人個人個人個人    規定規定規定規定    

□□□□    オープンオープンオープンオープン    個人個人個人個人    バレエバレエバレエバレエ    

□□□□    オープンオープンオープンオープン    クワッドクワッドクワッドクワッド    個人個人個人個人    バレエバレエバレエバレエ    

□□□□    オープンオープンオープンオープン    ペアペアペアペア    バレエバレエバレエバレエ    

□□□□    オープンオープンオープンオープン    チームチームチームチーム    バレエバレエバレエバレエ    

サンレーク宿泊サンレーク宿泊サンレーク宿泊サンレーク宿泊    宿泊希望宿泊希望宿泊希望宿泊希望        □□□□    しないしないしないしない    ／／／／    □□□□    するするするする    

レセプションレセプションレセプションレセプション    

参加希望参加希望参加希望参加希望        □□□□    しないしないしないしない    ／／／／    □□□□    するするするする                            ４４４４,,,,０００円０００円０００円０００円    ×（×（×（×（                    名）名）名）名）    
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    
計計計計                                                                    円円円円    
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