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2018 年　　　　 月　　　　   日

第18回  シドニーマラソン  2018大会参加申込書

ご記入前に記載事項を十分お読みの上、全ての項目を参加者ご本人がご記入ください。また裏面の「同意書」に同意の上、署名（自署）していただき FAX、
郵送またはメールにて日本事務局へお送りください。（申込書のコピー可）

● 参加種目（○を付けて下さい） フルマラソン ハーフマラソン ブリッジ・ラン 10.0km ファミリー・ファンラン 3.5km

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　姓（Last Name）  　 　　　　　　　　　　　　　　　名（First Name）

　　　　　　　（日本語）
氏名（Name）
　　　　　　　（ローマ字） 

性別（Gender）　　　　　男（M）　　　　　女（F）　（○印を記入してください。）

国籍（Nationality）

生年月日（Date of Birth）   　西暦　　　　  　　　　　年（ｙ）／　　　　　　月（m）／　　　　　　日（d）　大会当日の年齢（Age）　　　　　　　　歳

電話番号（TEL No.）　 携帯（Mobile）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  自宅（Home） 　　   　

申込み種目の自己ベストタイム
（What is your best time?） 

今回はどのような走り方をしますか（スタート順のゾーン分けに必要です。 必ずどれか一つに○を付けてください）。（I will on;）
　Ａ    全ての区間において継続的に速く、確実な速度で走る。（ I will run at a FAST and SOLID pace all the way.）　　　　 
　Ｂ    ほとんどの区間を中ぐらいの速さで走り、継続的なペースを維持する。（I will run at MEDIUM but STEADY pace all the way.） 
　Ｃ    ジョギング又は歩きも含めファンランを目的とする。 （ I will JOG &/or WALK at a FUN pace.）

＊本大会開催日に 16 歳未満の未成年者がハーフマラソン、ブリッジ・ラン 10km もしくはファミリー・ファンラン 3.5km に参加する場合、親権者または保護者の署名が必要となります。

16 歳未満の未成年者出場のための同意書

私は本大会開催日において、満　　　　歳の　　　　　　　　　　　　　　（出場者名）の親権者／保護者であり、彼／彼女が本大会に出場することに同意し
ます。また、主催者が本大会において未成年者の出場を承認していることを考慮し、私は裏面「同意書」に同意します。

お問合せ・申込書送付先　シドニーマラソン日本事務局　E-mail : contact@sydneymarathon.jp
〒102-0093  東京都千代田区平河町 2-16-9 永田町グラスゲート 7 階  （株）マイルポスト内　TEL：03-3264-0446　FAX：03-5275-2467

大会当日の緊急連絡先
（Emergency contact）

本人署名　
Signature

親権者／保護者の署名
（Signature of Parent ／ Guardian）

日付
Date

大会参加料金のお支払方法：シドニーマラソン日本語ホームページ「お申込み」欄をご覧下さい。　www.sydneymarathon.jp

今回の予想タイム
（Estimated finish time）

大会開催日 2018 年 9 月 16 日 （日）

● シドニーマラソン参加は初めてですか。（How many times?） 1．初めて（First time）　2．　　　　    回目（times）です。（2 回目以降）

郵便番号（Postcode）

住所 
（Address）

2018 年 2 月 1 日現在

● 今回の参加は：親子、個人、友人、夫婦、ランニング仲間、その他（　　　　　　）（○を付けてください。）

● 最近参加された海外マラソン：大会名　1.　　　　　　　　　　　2.　　　　　　　　　　　　3.

        Hrs                    　Mins              　  Secs
時間　　         　分　　                秒

居住国（Country of Residence）

（Selected the Event） （Full Marathon） （Half Marathon） （Bridge Run） （Family Fun Run）

● スタートグループ（Start Group）

● 免責及び権利放棄同意書（裏面を参照してください。）（Participant Agreement）
私は裏面の「同意書」を全文を熟読し、記載された内容に同意します。

● 連絡事項

● 参加者情報（Participant Information）

ファミリー・ファンラン
（3.5km）

ハーフマラソンフルマラソン ブリッジ・ラン
（10.0km）

　名前／ Name　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　続柄　　　　　　　　　　TEL

2018 年　　　　 月　　　　   日日付
Date

        Hrs                    　Mins              　  Secs
時間　　         　分　　                秒



シドニーマラソン 2018 参加同意書（Participants Agreement）

参加同意書
　私は4種の競技で構成される「ブラックモアズ・シドニー・ランニング・フェスティバル」（以下、シドニーマラソ
ン＝「本大会」）に関する以下の参加条件に同意します。本大会とは、ブラックモアズ・シドニー・ランニング・フェ
スティバルにおいて開催される4種競技のいずれかを意味します。

同意事項 :
1．私は自分自身のリスクを認識したうえで本大会に参加し、あらゆる手段を講じて参加に伴うリスクから自分
の身を守ります。私は本大会への参加に伴い発生した医療・手術費の支払い・弁済、および旅行・個人医療保険に
関するすべての責任を負います。
2．私は本大会に自ら持ち込むすべての所有物に責任を負い、主催者アスレティックス・オーストラリア（AA=
豪州陸上競技連盟）および専属催事管理者 Pont3社は、かかる所有物の損失・損害に責任を負わないことを承諾
します。
3．私は本人確認検査・経歴素性検査、その他（私の個人所有物の検査を含む）セキュリティーチェックを本大会
会場入場時および退場時に実施されることを承諾します。
4．私は本大会に関連して豪州スポーツアンチドーピング局（ASADA）および AAが定めるすべての適用規定・規
則・付属定款等を遵守し、ASADS および AAの職員・代表者およびシドニーマラソンのスタッフ・職員等の合理的
な指示および決定に従うことを約束します。
5．私は本大会への参加に関連して、法律で認められている範囲において私が被った損失・損害・被害に関し、
AAおよび Pont3（両者の役員・理事・職員・ボランティア・受託業者・スポンサー・代理人を含む）に対する請求お
よび法的責任の追及はしません。ただし、かかる請求または法的責任がAAおよびPont3（両者の役員・理事・職員・
ボランティア・受託業者・スポンサー・代理人を含む）の過失に起因する場合を除きます。
6．私はメディア媒体の種類を問わず、私の氏名・競技結果・画像・音声・発言等が公表・使用されることを承諾し
ます。これには報酬や対価を伴わない氏名・競技結果・適用年齢層・販促資料・ウェブサイトの公表が含まれます。
7．私は私の知る限りにおいて、私の本大会への参加が妨害され、あるいは不適格とされる状況下に置かれてい
ません。
8．私は本大会でのパフォーマンスを向上させる目的で、これまで AAまたは国際陸上競技連盟（IAAF）が禁止す
る薬物を故意に使用したことはなく、今後も使用することはありません。（出場選手には自分の摂取薬等に禁止
薬物が含まれていないことを担当医師に確認する義務があります。）
9．私は参加費用が競技の発走・完走を問わず払い戻されないことを承知しています。参加費の25％は運営費と
してとどめ置かれるため返金されませんが、2018年7月31日までであれば払戻しが受けられます。参加費は
Pont3社が会計処理しており、Pont3シドニー・ランニング・フェスティバルがその基金管理を行っている旨が
参加者ステートメントに記されています。
2018年7月31日以降、あなたの参加延期は2019年大会への延期に限り認められます。
延期の受付けは Eメールの場合は9月7日（金）まで、直接窓口に出向く場合は9月15日（土）午後4時からアシッ
クス・イベントエキスポにて受け付けます。クレジットノート（負担額通知書）は翌年分に限り発行されます。未
使用の繰延負担額通知書は払戻不可で、翌年への繰延および別人への譲渡は認められません。2018年大会への
参加は2018年7月31日より前に申し込む必要があり、申込概要を記した Eメールは2018年2月上旬に送信され
る予定です。尚、あなたの負担額通知書の清算前に出場団体・競技が完売となる場合があるため、あなたの2018
年大会への出場が保証されるものではありません。2017年の参加申込日にかかわらず、あなたには早期申込用
参加費が認められます。標準参加費適用期間額との差額は、2018年7月31日以降の参加申込者に請求されます。
　本大会が安全上の懸念により、もしくは AAおよび Pont3の合理的管理・監督の及ぶ範囲を超えた強風・豪雨・
過度の環境汚染・落雷・偶発事故・天災等（ただしこれらに限定されない）の発生により取り消された場合、私は自
身の参加費および会場への移動等で発生するその他の費用が払い戻されないことを承知し、AAおよび Pont3に
対し、かかる取り消しの結果生じる可能性のある損失・損害の請求をしないことに同意します。
10．私は自分が16歳以上である、または16歳未満の参加者の親・法定後見人であることを保証します。私は確
かにこの文書を読み、明確に理解しました。私は16歳未満参加者の親・法定後見人として本参加同意書に同意
します。

プライバシー宣言：
　Pont3は本大会および関連する活動の実施および管理を目的に個人情報を収集・使用・開示しています。こうし
た目的には参加者確認・記録結果・あなたとの通信、その他のイベント、ブラックモアズその他スポンサーの提供
品等の宣伝用品または会員サービスのあなたへの提供が含まれます。
　Pont3は同社のプライバシーポリシーに基づき個人情報の収集・使用・開示を行います。
　Pont3は必要に応じて、アスレティックス・オーストラリア・ランニング・オーストラリア・プログラムの管理・
運営を目的としてあなたの情報をAA等の第三者と共有することができますが、これに限定されるものではあり
ません。同プログラムの運営にあたり、あなたの個人情報はアスレティック・ニューサウスウェールズが認める
レクリエーション・ランナーとしてあなたを登録する目的で使われます。あなたの個人情報はブラックモア・オン
ラインコミュニティー会員としての登録にも使用されます。
　Pont3のプライバシーポリシーには、Pont3が持つ個人情報へのアクセスおよび修正方法、個人情報の取り扱
いへの異議申立て方法に関する情報が含まれています。求められた情報を提供しなければ、参加申込やサービス
の提供が拒否される場合があります。Pont3または第三者が提供する販促用品の受け取りを希望しない個人には
オブトアウト手続きがあります。
　Pont3に関する情報およびプライバシーポリシーのコピーの請求は、www.sydneyrunningfestival.com.auまで。


