INAS‐FID 選手登録申請手順
INAS－FID 選手登録申請のご希望の選手、保護者、支援者の方は、以下の内容に従い
書類の準備をお願いします。
●INAS－FID 選手登録の基準は以下の通りにあります
・１８才未満に障害を発症していること（例外あり）
・知的知能指数 ７５以下
・適応障害があること
●申請のタイミング
INAS－FID からの通達により、大会の最終エントリー時に選手登録が完了していない選手の
エントリーは認められないこととなりました。INAS－FID の審査が順調に進む確定が取れて
いないことから、JPC への提出は、１st エントリー締切の最低３ヶ月前までとなります。
本連盟事務局の提出も JPC への提出に合わせて行ってまいります。
（INAS 側へ資料が届いてから INAS のナンバーを取得するまで、おおよそ３ヶ月掛かります）

必要書類のリスト
１.

INAS－FID 申請書
＊ATHLETE REGISTRATION AND PROVISIONAL ELIGIBILITY APPLICATION FORM
＊TSAL

２.

写真（パスポートサイズ）

３.

現在の知能指数を証明するための書類（知能検査データ）
＊スコアーシート
＊検査結果（スコアーの説明）

４.

１８才未満の IQ 検査結果
※１８才以上の選手のみ提出。（１８才未満の選手は提出不要）

５.

適応能力の面で著しい制限があることを証明するための診断書
＊診断書（添付の医師等質問項目を参考にしてください）

６.

サマリーレター（SUMMARY）

７.

パスポートコピー
（所持しない場合は、療育手帳コピーなど）

１.

INAS－FID クラス分け申請書を作成して下さい（資料①‐１、①‐２、①‐３ 参照）
＊ATHLETE REGISTRATION AND PROVISIONAL ELIGIBILITY APPLICATION FORM
：英文で記載
＊TSAL
：和文で記載

●INAS－FID でのクラス分けは以下の通りになります
知的障害クラス ： クラス１１

２.

パスポートサイズ（３５ｍｍ×４５ｍｍ）の証明写真３枚をクリップで申請書と同封
して下さい。
※ 裏にローマ字で氏名を記入

３.

現在の知能検査を証明するための書類を準備して下さい。 （資料③

参照）

１） 対象となる知能検査
・田中ビネーⅤ
注 意

・ウェクスラー系検査

・レーベンマトリックス

K 式は認められません

２） 知的知能指数

７５以下

・IQ 値が７５以上と診断された選手は、一度本連盟事務局にお問い合わせください。
３） 判定書に含む内容
①検査名
⑤検査者名

【 サンプル ： 田中ビネーⅤ・WAIS・WISC 】

②医師の情報（住所、電話、Email） ③検査日時
⑥検査者の肩書

⑦検査時の様子

⑩下位尺度ごとのスコアおよびコメント

⑧IQ 値

④検査場所
⑨実施者所見

⑪SUMMARY シート

注）
⑥：臨床検査士、精神科医、各都道府県心理検査士 など
⑦：同席者はいるか、検査時気が散っていた

など

⑨：以上の結果から、軽度の知的障害がある

など

⑩：検査の種類やスコアによって変わるが、検査ごとに一言でよいので書く
検査シートも添付する事
４） 病院の書式（公式のレターヘッド）に作成していただいたものには、ご署名いただか
なくてはなりません。レターヘッドを使用していない医師の場合は、必ず公印を押し
ていただいてください。
上記が難しい場合は、医師の自筆のサインと印鑑を押していただいてください。
５） 医師自身が、英文訳で書いていただける場合でも日本語文が必要です。
６） 知能検査のデータは検査日から５年間病院で保持されます。

●書類の内容について
できる限り医師、検査者からは細かくデータを記載して頂けるようにお願いして下さい。
ご不明な点は、連盟事務局へお問い合わせください。

４.

１８才未満の IQ 検査結果
上記「３.

（資料④ 参照）

現在の知能指数を証明するための書類」に準じます。

知能検査の種類は問いませんが、以下の内容を含んでください。（児童相談所などで発行）
①検査名

②医師の情報（住所・電話・Ｅmail）

⑤検査者名

⑥検査者肩書き

③検査日時

⑦検査時の様子（できれば）

④検査場所
⑧IQ 値

⑨実施者の所見
詳 細
A４用紙１枚で構いませんので、上記の項目を含んで書いていただいてください。

※

※ 児童相談所などで書いてもらえなかった場合について
（例）
「相談所の規定により、検査者の実名は公表しない」
「○○年経過した書類の情報で概存するものはここまでなので、書いてもらえない」
これらの例のように情報が不足している場合は、概存するすべての内容を明記し、
内容が不足している理由を述べた証明書を発行していただけば結構です。

５.

適応能力の面で著しい制限があることを証明するための診断書

（資料⑤－１ ⑤－２ 参照）

診断書の内容
①コミュニケーション能力
②身支度（歯みがきや入浴、排泄処理等）
③自己管理能力（金銭管理、健康管理）
④社会的・対人的スキル
⑤生活面の変化や環境への適応について
詳 細
※ すべての内容を含み、単に「できる」「できない」に留まらず、具体的な例を挙げながら
どの程度からできないのかを明確にしていただく必要があります。
（記載例）
・ ○○○はできるが、○○○のような問題があるので、○○○の支援を必要とする。
・ 理解できていないのに、返事をしてしまい誤解を招くことがよくあるので第３者が
介入して、訂正する必要がある。
・ 買い物はできるが、持っている金額の分まで使ってしまうことがあるので大金は持ち
歩かない。

※ 最終的なまとめの報告の中に、「日常生活を営む上で、適応能力の面で著しい制限がある」
とういう意味を含んだ内容を記載してください。

※ 保護者からの聞き取りにより書かれることが多く、身近な存在のため「問題がない」と
思われがちですが、知的指数が７５以下となれば、何らかの問題を生じているはずです。
問題がないとは記載しないでください。
（参考：選手の日常生活について医師等質問項目に記載し医師へ提出してください）
※ 主治医に書いてもらえない場合は、本連盟事務局までご連絡ください。

●書類の内容について
できる限り医師、検査者からは細かくデータを記載して頂けるようにお願いして下さい。
ご不明な点は、連盟事務局へお問い合わせください。

６.

サマリーレター（SUMMARY）（資料⑥

参照）

上記すべての内容を確認し、該当選手に知的障害があるということを証明するサマリーレター
を必ず主治医に書いていただいてください。
様式のとおりの内容で記載していただいてください。

７.

パスポートのコピー
必ず、パスポートのコピーを提出してください。所持していない場合は、顔写真入りの証明書
であれば結構です。
（障害者手帳、住基ネットカード、学生証 など）
＊パスポートコピーですと英訳の必要がありません

８.

翻訳文
和文で作成された書類には、必ず英文の翻訳を添付してください。
それぞれの英文に翻訳者の①氏名、②住所、③電話番号、④E－mail、⑤署名を含めてください。
英訳は正規の翻訳者または相当の知識および語学力のある方に依頼してください。英訳が不備
な場合は受付できませんのでご了承ください。

【 日 本 FID 卓 球 連 盟 事 務 局 】
〒２３１－０８２２ 神奈川県横浜市中区本牧元町４－１
TEL ０４５－６２４－２６４２ FAX ０４５－６２４－２６４３

過去にあった質問事項
Q１

１.の申請書は英語で書かないとダメでしょうか？

＊ATHLETE REGISTRATION AND PROVISIONAL ELIGIBILITY APPLICATION FORM
A ： 英語で記載してください。
Q２

２.パスポートサイズの写真は、カラーですか？白黒ですか？
A ： カラーで３枚添付してください。

Q３

３.現在の知能指数を証明するための書類はどこで書いてもらえばいいのですか？
A ： かかりつけの精神科など、規定の IQ 検査のできる
病院で発行していただいてください。

Q４

４.１８才未満の IQ 検査結果の判定書はどこで書いてもらえばいいのですか？
A ： 療育手帳を発行してもらった児童相談所などにお願
いをして発行していただいてください。

Q５

４.１８才未満の IQ 検査結果の判定書で、まだ１８才になっていませんが、書いてもらった
方がよいですか？
A ： １８才未満の選手は、提出不要です。

Q６

５.適応能力の面で著しい制限があることを証明する診断書について、これはどこで書いて
もらえばいいですか？
A ： かかりつけの精神科の医師や IQ 検査を行った病院
で発行していただいてください。

Q７

５.適応能力の面で著しい制限があることを証明する診断書について、英語で作成してもらえ
るとのことですが、日本語の文も必要ですか？
A ： 英文・日本語の両方取り揃えていただく必要があり
ます。英語文はイギリスの本部に送ります。日本
語文は日本障害者スポーツ協会に送ります。

Q８

６.サマリーレターは誰が書く資料ですか？
A ： かかりつけの精神科の医師など、診断書を書いてく
ださった方に作成して頂いて下さい。

Q９

７.パスポートをまだ持っていないのですが、障害者手帳でもいいですか？
A ： 写真付きの証明書であれば大丈夫です。
但し、英訳の必要になります。

