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一般社団法人日本サーフィン連盟
事務局

12th ALL JAPAN SURFING GRAND CHAMPION GAMES 2018

大会エントリーのご案内
前略
貴殿は 2018 年度ＮＳＡポイントランキングで本大会の補欠対象選手になりましたので、大会エント
リーに関する詳細をご案内いたします。つきましては、10 月 9 日（火）に正選手の欠場者がいた場合、
貴殿は出場の権利を得ることになります。下記をご確認の上、お手数ですが出場の可否に関わらず、別
紙「補欠対象選手 意思エントリー用紙」をご利用の上、参加の意思の有無について 10 月 9 日（火）
までに連盟事務局まで FAX いただきますようお願い致します。

【大会概要】
・大会名：12th ALL JAPAN SURFING GRAND CHAMPION GAMES 2018
・日時：2018 年 10 月 27 日（土）～28 日（日）
・開催地：宮崎県 宮崎市

木崎浜海岸

【エントリーについて】
① 補欠対象選手エントリー用紙 FAX 締切： 10 月 9 日（火）
補欠対象選手エントリー用紙に、大会参加意思の有無を記入し、必ず補欠対象選手エントリー用紙
（別紙１）を事務局まで FAX ください。
② 補欠枠の発表：１０月 11 日（木）
ＨＰにて、補欠枠を獲得した選手一覧を発表します。
③ 補欠枠を獲得された方は、１０月 11 日（木）～15 日（月）の間に、エントリー費をデジエントリ
ーでお支払ください。
詳細は別紙 2 の「本エントリーについて」をご確認下さい。

【出場選手誓約事項】下記の大会出場に関する誓約事項に必ず同意した上でエントリーを行なってください。
①大会出場にあたり、大会規則やマナーを遵守すること。
②大会期間中は体調管理をしっかり行い、出場の判断は選手自身がすること。
（選手が未成年の場合は、保護者が判断をして下さい。）
③競技開催中に起こった事故については自己の責任で処理すること。
④大会に関する肖像権は大会主催者にあるものとすること。
⑤大会主催者・後援者・協賛者に対して一切の請求をしないものとし、かつこれを取り消さないこと。
⑥日本ドーピング防止規定を遵守し、薬物検査の実施の際は協力すること。
薬物検査の拒否、検査結果の裁定に関する不服は、日本サーフィン連盟審査会まで申し出てください。なお、正当な理由なく検査を拒否した場合には、
日本サーフィン連盟審査会に付託し、その処遇について判断をします。
なお、エントリー受付時点で、出場選手（選手が未成年の場合は保護者）が上記事項に同意したものとみなしますことをご了承ください。

【開催クラス／出場枠】
（出場選手合計～268 名）
2018 年度 NSA ポイントランキングで下記出場枠に該当する選手。
＊ジュニアオープンクラス ～40 名
クラス

出場枠

キッズ

1～12 位

ボーイズ

1～18 位

ジュニア

1～10 位

＊メンズオープンクラス ～40 名
クラス

出場枠

メン

1～40 位

＊マスターズオープンクラス ～40 名
クラス

出場枠

シニア

1～24 位

マスター

1～8 位

グランドマスター

1～4 位

カフナ

1～4 位

＊ウィメンズオープンクラス ～60 名
クラス

出場枠

ガールズ

1～18 位

ウィメン

1～24 位

シニアウィメン

1～18 位

＊ロングボードメンズオープンクラス ～40 名
クラス

出場枠

ロングボードメン

1～28 位

ロングボードマスター

1～12 位

＊ロングボードウィメンクラス ～16 名
クラス

出場枠

ロングボードウィメン

1～16 位

＊ボディボードメンクラス ～１6 名
クラス

出場枠

ボディボードメン

1～16 位

＊ボディボードウィメンクラス ～１6 名
クラス

出場枠

ボディボードウィメン

1～16 位

★10 月 27 日（土）
（大会 1 日目）スケジュール
・選手集合：AM6:00 ・エントリー確認：AM6:00～6:30 ・開会式：AM 7:00
※エントリー確認時に 2018 年度正会員カードの提示が必要となります。
★大会情報等詳細は、当連盟オフィシャルサイトにてご確認下さい。

別紙 1

大会参加意思の有無について

補欠対象選手
【提出期間】

エントリー用紙

2018 年 10 月 5 日（金）～10 月 9 日（火）

日本サーフィン連盟宛てに本紙をＦＡＸ送信してください。

12th ALL JAPAN SURFING GRAND CHAMPION GAMES 2018

（１）必要事項を記入してください
フリガナ

氏

名

会員番号

出場する

日中つながる

クラス

電話番号

（２）本大会の参加について下記どちらかに○印をご記入ください。
私は本大会に出場を希望します。
私は本大会に出場しません。

（３）出場選手が未成年の場合は保護者の方が署名をしてください。
私は上記選手が本大会に出場することに同意します。 保護者署名

印

【提出期限】2018 年 10 月 9 日（火）までに必ず FA X 送信にてお手続きください。

一般社団法人日本サーフィン連盟
ＦＡＸ ０３－３８１８－９９０３

別紙 2

【

本エントリーについて

】

・エントリー期間：2018 年 10 月 11 日（木）～10 月 15 日（月） ※締切厳守
・エントリー費：全クラス共通

8,640 円

・エントリー方法：デジエントリー
（１）WEB（携帯スマホもしくはパソコン）から申込する

※下記を参照ください。

申込方法
ＷＥＢ申込 簡単♪便利♪

（ログイン画面 QR コード）

（ログイン画面アドレスはこちら）

https://dgent.jp/e.asp?no=1800296

【お手続きの流れ】携帯スマホもしくはパソコンでログインしてください。
【エントリー期限】2018 年 10 月 15 日（月）までに必ずお手続きください。
※出場選手が未成年の場合は、保護者の方が本大会に出場することに同意したうえでお申込ください。
WEB エントリーご利用の方は上記ログイン画面アドレスまたは、ログイン画面ＱＲコードより「デジエント
リー」のサイトに入り、エントリー手続きに進んでください。（以下デジエントリーページでの手続きの流れ
になります）
①出場クラスを選択し、
「申込」ボタンを押下してください。
②参加者向けログインページに入ります。デジエントリーを利用したことがない場合は、「一般会員の新規登録」ボタン
を押下してください。また、携帯電話の場合@dgent.jp からのメールが受信できる様に設定をしてください。
③デジエントリーの規約、プライバシーポリシーにご同意いただきましたら、「同意」のボックスにチェックを入れて次
へ進んでください。
④ログイン ID、パスワードをページの案内に従い任意で設定ください。また、選手氏名、連絡先等必要情報を入力してく
ださい。
⑤「登録内容確認画面」で入力した内容を確認し、「登録」ボタンを押下してください。
⑥以上でデジエントリーの会員登録が完了になります。「選択したイベントのエントリー（参加申込み）を続ける」ボタ
ンを押下してください。
⑦表示されたエントリークラス、選手情報が正しいか確認し、NSA の会員番号（数字 8 ケタ）を入力してください。ま
た、出場選手誓約事項にご同意いただきましたら、「同意」のボックスにチェックを入れて次へ進んでください。
⑧今回のエントリー明細を確認し、決済手続きに進んでください。（決済はクレジットカード、コンビニ決済、ペイジー
などが利用できます）
以上で手続き完了となります。なお、ご利用手数料については下記リンク先でご確認ください。
http://dgent.jp/digi-entry-towa-price.asp

日本サーフィン連盟 事務局 TEL 03-3818-0612

