
 

 

19Th QUARENNIAL IAPESGW WORLD CONGRESS 

第 19回 国際女子体育連盟国際会議 開催情報 

Promoting Leadership, Empowerment and Sustainability through Sport and Physical Activity 

 

1949 年に設立された国際女子体育連盟は、すべての女性たちのための体育及びスポーツを支える国際的

な連盟です。5 大陸を含む 40 カ国以上が加盟している本連盟は、4 年に 1 度、国際的な大会を開催して

います。 

【日時】2021 年 9月 8-10 日  【会場】天津体育大学 

大会情報：IAPESGW HP（https://iapesgw.com/19th-quadrennial-iapesgw-world-congress/） 

 

【各種締切日】 

 Deadline for abstract submission （アブストラクト締切）– 1st April 2021→ 1st May 2021 

 Notification of acceptance（発表可否通知） – 15th May 2021→ 30th May 2021 

 End of Early Bird Registration（早期登録割引締切） – 30th May 2021 

 End of Registration（参加申込締切） – late June 2021 

 

以下のプログラムにより開催されます。 

・ keynote and parallel session（基調講演・分科会） 

・ Oral presentations（口頭発表） 

・ Poster presentations（ポスター発表） 

・ Workshops（ワークショップ） 

・ Special dance session（スペシャルダンスセッション） 

 

【Topics】口頭/ポスター発表者は以下のカテゴリーから１つ選んでください。 

・Traditional Sport, Culture and Dance in Education 

・Sport Management 

・Physical Education 

・Exercise and Sport Training 

・Social Science and Sport 

延期されました 

https://iapesgw.com/19th-quadrennial-iapesgw-world-congress/


・Health through Physical Activity, Physical Education, Sport and Dance 

 

【アブストラクトについて】 

All proposals must include the following structure: Authors, Affiliation, Introduction, Method, 

Results, Conclusion, Reference (Max 5 References). 

すべてのアブストラクトには、以下の構成を含めること。著者,所属,Introduction, Method, Results, 

Conclusion, 参考文献（5 件まで）。 

Max. 300 words (authors, affiliation and references not included). 

Scientific Committee will evaluate the oral communications and all authors will receive 

confirmation of acceptance or rejection. Abstract submissions are only being accepted 

electronically to iapesgw2021@gmail.com 

300 字以内（著者、所属、参考文献は含まない）。 

口頭発表は、国際連盟代表が査読し、著者全員に合否を通知します。アブストラクトの投稿は、 

iapesgw2021@gmail.com までの電子メールでの受付のみとさせていただきます。 

The required dimensions of the poster areas follows: Width 70 (90cm) Height 110m (130cm) 

ポスターは幅 90cm、高さ 130cm です。 

【Themes】 

 Women and leadership in sports 

 Innovative technologies and sports. 

 Improve and increase respect for ethics in sport and preserve the health of athletes 

 Women and Olympism – Trajectories in Time and Space 

 Physical activity/sport and health 

 Sport management – status quo of the women in different countries 

 Physical Education – the challenge of inclusion for all 

 Exercise and Sport Training – gender differences? 

 Traditional Sport, dance, leisure and Olympic sport? Socio-cultural perspectives 

 Dance for all 

 Sport and games: from the past to the future 

 Programs to promote a more active life 

 The Future of Health and Physical Activity: How to Create More Active Children? 

 Psychology of sport 

 Aging and Physical Activity 
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