
IWAS世界大会 2019 大会要項 

シャルジャ（UAE） 2019 年 2 月 10 日-16 日 

 

Local Organisers    Althiqah Club for Disabled  

大会組織委員会     アルティカ障がい者スポーツクラブ 

Supported By    International Wheelchair & Amputee Sports Federation (IWAS)  

後援             IWAS 

Location        Sharjah, United Arab Emirates (Airport transport provided from Sharjah & 

Dubai airports)  

開催地       シャルジャ、アラブ首長国連邦（空港送迎はシャルジャ及びドバイ空港より提供予定） 

Dates          10 – 16 February 2019  

開催期間      2019 年 2 月 10 日-16 日 

Sports           Archery, Athletics, Badminton, Shooting, Swimming, Table Tennis &  

Wheelchair Fencing. Indoor Rowing (demonstration sport)  

実施競技      アーチェリー、陸上競技、バドミントン、射撃、水泳、卓球、車いすフェンシング、 

            及びインドアローイング(デモンストレーションとして) 

 

Full programme for athletes with physical impairments will be offered in all sports. 

全ての競技において、身体障がい選手の全ての種目を実施する予定である。 

 

This is a preliminary sport programme and the LOC/IWAS reserve the right to remove any 

sports that are not viable due to a low number of entries and where combined events are not 

possible. 

現行の競技プログラムは暫定のものであり、大会組織委員会(以下 LOC)及び IWAS はエントリー数が少なく、そ

してコンバインが出来ず種目不成立となる競技については、実施を取りやめる権利を有するものとする。 

 

Sport Schedule    大会スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sport Technical Meetings   テクニカルミーティング 

Athletics      12/02/2019          15:30 

陸上競技     2019 年 2 月 12 日   15:30 より 

 

Sport venues    Althiqah Club for Disabled (Archery, Athletics, Badminton, Wheelchair 

Fencing & Indoor Rowing)  

競技会場       アルティカ障がい者スポーツクラブ（アーチェリー、陸上競技、バドミントン、車いすフェンシング、

インドアローイング） 

 

Age Groups    Youth, Open and Masters categories will be offered and split by age 

年齢区分        groups dictated by the sports IF regulations. 

Athletes must be aged at least 14 years of age to compete unless  

formally agreed, prior to entry.  

            ユース、オープン、マスターのカテゴリーが設定される予定で、各競技の IF 規定に準じた年齢 

区分により分けられる。 

選手は競技参加にあたり、エントリーに先立って、承認がない場合には、14 歳になって 

いなければならない。 

 

Entries         The entry process will be managed exclusively on the IWAS Management 

エントリー       System (IMS). Entries sent via email will not be accepted. 

The IMS can be accessed on www.iwas.sport80.com – IWAS will inform  

Members when First Entries are open, and the event can be accessed.  

エントリーは IWAS マネージメントシステム(IMS)を通じて行われる。E メールによるエントリー 

は受け付けない。IWAS は加盟国に対し、1 次エントリーオープンの際に通知をする予定。 

＊注：IMS は現在、JPC にて管理されているシステムです。 

 

Classification   Classification opportunities are under discussion for all sports.  

クラス分け      Classification assessments must be requested and scheduled directly with 

                sport specific International Federations. 

            クラス分け実施については、全競技について現在協議中である。クラス分けは各競技の IF が

直接関連して要請され、予定の調整がされなければならない。 

 

IWAS will share the classification schedules once received from the IFs.  

Athletes with classification booked must arrived at least the day before  

their scheduled slot. 

IWAS は IF からクラス分けスケジュールを受け取り次第、その情報を共有する予定である。 

クラス分け参加予定選手は、自身の予定日の前日までに現地入りしなければならない。 



Athlete Licensing   Athletes competing in World Para Swimming, Athletics & Shooting 

アスリートライセンス    approved competition must have a valid, Current, Review or 

Confirmed international classifications to be eligible to have their  

results recognised by IPC, for purposes of rankings, records and  

qualification for future events, prior to the start of competition.  

World Para Swimming, World Para Athletics 及び World Para Shooting 

の承認大会として競技に参加する選手については、ランキング、記録及び将来の大会の 

参加資格の取得を目的とした IPC によるリザルト公認に必要とされる有効なライセンス、 

国際クラス分けステータスを、競技会の開始前に、保有していなければならない。 

 

However, it is not a requirement to have an athlete license to compete  

at the Games.  

              しかしながら、今大会での競技参加に際しては、ライセンス取得は義務付けられていない。 

 

Travel Visa      入国ビザ 

＊日本国籍は取得不要のため割愛 

 

Official Training   Workshops and training courses for Classifires, Coaches and Referees 

競技役員研修     will be hosted prior to the Games in diffrent sports. More information  

on these will be provided following final agreements with IFs.  

クラス分け委員、コーチ、審判のためのワークショップ及び研修が大会に先立ち実施される 

予定である。各競技の IF との最終確認後、詳細を通知する。 

 

Regisgration Fee    £200 per person (all members of the team) 

登録費           1 人 200 ポンド (参加者全員支払いが必要) 

 

Inclusive Day Rate   £100 per person, per night (£50 per night single occupancy 

一日当たりの費用     supplement) 

                     1 人１泊 100 ポンド (シングルルーム希望の場合は追加 50 ポンド:計 150 ポンド) 

                ＊注：現地宿泊日数分の金額が請求されるものと思われます。（例：100£×7日） 

 

To include, accommodation with full board catering, arrival and  

departure airport transfers from Sharjah and Dubai airports, Games  

time shuttle transport and Opening & Closing Ceremonies.  

費用に含まれるもの：宿泊費(3 食付)、出発・到着時の空港送迎、大会期間中の 

輸送費(ホテル/競技場間)及び開閉会式の費用。 

 



 

Finances         Under no circumstances will monies owed by members be exchanged at  

エントリー費の支払い the Games. All monies owed must be paid by bank transfer in  

adherence to the deadline dates communicated in First Entries.  

エントリー費は全額、1 次エントリーの際に指定される期限までに銀行送金にて 

支払わなければならない。 

 

Contact      games@iwasf.com 

問合せ      +441296 780212  

 

mailto:games@iwasf.com

