
（日本語）

（ローマ字）

フルマラソン完走の方
T シャツサイズ

SS,  S,  M.  L,  XL,  ZXL
（ご希望のサイズを○で

囲んで下さい）

2020 年　　　　 月　　　　   日

アルファベットは
正確に！

第20回  シドニーマラソン2020  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（10km） 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（スタート順のグループ分けに必要です。 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）

20周年記念大会　開催日2020年9月20日（日）

● シドニーマラソン参加は初めて？（How many times?） 1．初めて（First time）　2．2 回目（times）　3．3 回目　4．4 回以上　　　 回目

E-mail  アドレス

住所
（Address）

2020 年 1月 20 日現在

● 今回の参加は：個人、友人、ランニング仲間、親子、夫婦、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

2020 年　　　　 月　　　　   日日付
Date

        Hrs                    　Mins              　  Secs
時間　　         　分　　                秒

〒



エントリー内容 エントリー料金
アーリーバード スタンダード レイト

種　目 距　離 年　齢 制限時間 スタート時間
（am） 人数制限 7月31日まで 8月1日～

8月31日
9月1日～
9月20日

フルマラソン（公認） 42.195 km 18 歳以上 6時間 00分 車椅子 7時 00分
7時 05分 制限無し 16,700 円 18,000 円 18,500 円

ハーフマラソン（公認） 21.0975 km 16 歳以上 2時間 45分 6時 00分 10,000 人 11,700 円 13,500 円 14,000 円

ブリッジ・ラン（公認） 10.0 km
18 歳以上

1時間 30分 8時 00分 17,000 人
6,800 円 8,100 円 8,600 円

5歳 ～ 17歳 5,000 円 5,900 円 6,300 円
5歳未満 無　料 1,800 円 2,300 円

ファミリー・ファン・ラン 3.5 km
18 歳以上

1時間 05分 9時 00分 9,000 人
5,400 円 6,300 円 6,800 円

5歳 ～ 17歳 4,000 円 5,000 円 5,400 円
5歳未満 無　料 1,400 円 1,800 円

１．

２．
３．
４．
５．

６．

７．

エントリー申込み方法（エントリーは抽選ではありません。先着順です。）
● シドニーマラソン日本事務局に直接申し込み：
1） 日本事務局でのエントリー申込みと、エントリー代金の受付期間は、2020年1月20日（日）から2020年8月20日（木）です。
2） 上記、締切日までに申し込まれた方は、本部にて申込みを確認後、ナンバー（ゼッケン）に引き換えるための
「ナンバー引換証」（E-Ticket）が日本事務局経由でメール又は郵送されます。

3） 大会申込書の郵送先と FAX番号、エントリー代金の振込先銀行は次の通りです。
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-9、永田町グラスゲート７F　
（株）マイルポスト内  シドニーマラソン日本事務局  宛て　TEL：（03）3264-0446　FAX：（03）5275-2467
振込先銀行　みずほ銀行　麹町支店　口座名：カ）マイルポスト  シドニーマラソン　口座番号：普通預金　021-1205547

● ランテス（Runtes）、スポーツ・エントリー（Sports Entry）、ジェ・エス・エスJSS （JTB Sports）などでの申し込み：
日本での申し込みは、2月末日からとなります。また、締切日は8月初旬となります。各社のシステムに従って、
お申し込みください。

● 旅行会社の「シドニーマラソン・ツアー」に申し込み：
旅行会社主催の「シドニーマラソン・ツアー」にご参加の方は、団体の受付としてまとめて「ナンバー引換証」を旅行会社に
お渡ししますので、お申込みされた旅行会社からお受け取り下さい。　

● オーストラリア、シドニー本部に英文で申し込み：
シドニー本部の英文サイトから、申込をされた方は、本部から直接、メールにて英文の「ナンバー引換証」（E-Ticket）
が送られてきます。ご自分で種目、名前、生年月日などをご確認ください。

第20回 シドニーマラソン2020 9月20日（日）開催
シドニーマラソン大会2020（シドニー・ランニング・フェスティバル）について
2000年にシドニーで開催されました第27回夏季シドニーオリンピックを記念しまして、翌年の2001年から始まり
ました南半球最大のマラソン大会です。
2000年のシドニーオリンピックでは、日本の高橋尚子さんが女子マラソンで、優勝したことはすでにご存じの通りですが、

現在使われていますシドニーマラソン大会のコースは、高橋尚子さんが優勝したコースの一部を残してはいますが、大会独自
のコースとなっています。
種目は公認種目として、フルマラソン、ハーフマラソン、ブリッジ・ラン（10Km）があり、他にファミリーや初心者用のファ
ミリー・ファン・ラン(3.5Km) があります。なお、フルマラソンでは車椅子の種目もあります。
2019年大会の全種目のエントリー数は40,050人で、海外からのエントリーは、3,980名でした。日本からは700名近い日
本在住のランナーがエントリーし、海外からとしては一番多くのエントリー数でした。
　日本ではフジテレビ系列のCSフジで大会当日の模様が３時間にわたり実況中継されました。また、後日（９月28日）、BS
フジで55分間のダイジェスト版が放送されました。

シドニーマラソン大会の特徴
都市マラソンでありながら、街中ばかりでなく、世界三大美港のひとつであるシドニー湾沿い、街の中、そしてシドニー最大の公園内（バイセンテニ
アル・パーク）等を走る “街と緑と水 ”そして世界遺産などをめぐる変化のある風景を楽しめることが出来ます。
2020年の大会は、９月20日（日）が開催日で、翌日の21日（月）と22日（火）は日本では祭日となっていますので、今年は４連休の最中となります。
南半球の９月、早春の爽やかな気候で、シドニーでは降雨量が一番少ない季節です。温度は約11度～ 20度です。
エントリーは、抽選ではありません。申し込み順です。なお、フルマラソン以外の種目には人数制限があります。
「日本人ランナー専用受付」が設営されます。2020年の「アシックス・イベント・エクスポ」は９月17日～ 19日の３日間、シドニー市の中心にあります、
シドニー市役所（シドニータウンホール）B1の特設ホールで開催されます。そして、「日本人専用受付」は、「アシックス・イベント・エクスポ」内にあり、
日本事務局の日本人スタッフが常駐して「ナンバーの引換」等のお手伝いをしますので、言葉の心配はありません。
羽田、関空からのノン・ストップ便カンタス航空、日本航空、全日空の各社が羽田から毎日運航しています。また、関西からはカンタス航空が週5便運
航しています。約９時間半のフライト時間です。９月の時差は１時間です。
大会当日、公共交通機関は終日フリーです。NSW州政府の協力により、公共の乗り物（電車、バス、フェリー）は、ナンバーを付けたランナーに限りマ
ラソン当日は終日無料で利用できます。（電車の空港線は除く）

シドニーマラソン2020参加同意書（Participants Agreement）

私は以下の事項に同意します：
１．私は自分自身のリスクを認識した上でブラックモアズ・シドニー・ランニング・フェスティバル（＝シドニーマラソン、以下「本大会」
といいます）に参加します。私は合理的に考えられるあらゆる措置を講じて、参加に伴い起こり得る危険から自分を守ります。私は本
大会への参加に伴い発生した医療・手術費の支払い及び／又は弁済並びに旅行及び個人医療保険に関するすべてに責任を負います。

２．私は、本大会の会場に自ら持ち込むすべての所有物に責任を負い、本大会を主催するアスレティックス・オーストラリア（AA＝オー
ストラリア陸上競技連盟、以下「主催者」といいます）及び専属イベント運営管理者であるPont3社（以下「管理者」といいます）にはか
かる所有物への如何なる損失又は損害にも一切責任が及ばないことを承諾します。

３．私は、それぞれの会場への入場時及び／又は退場時に実施される本人確認検査、身元調査確認、その他（私の個人所有物検査を含む）
保安検査の実施に同意します。

４．私は、変更を含め本大会の実施規定やスケジュール、また本大会職員・関係者の指示に従い、参加者の入場許可又は拒否に関する自
由裁量権は、事情の如何を問わず主催者が有することに同意します。

５．私は本大会に関連してオーストラリア・アンチドーピング機構（ASADA）及び主催者が定めるすべての適用法令、規則及び規定に従
い、ASADAの職員及び代理人並びに主催者及び主催者の職員及び関係者のすべての合理的な指示や決定に従うことを約束します。

６．私は本大会への私の参加に関連して私が損失、被害又は損害を被った場合、（法律が許す範囲内で）主催者及び管理者（及び両者の
役員・理事・職員・ボランティア・受託業者・スポンサー及び／又は代理人）に対する損害請求及び法的責任の申立ては行いません。ただ
し、それが主催者及び／又は管理者（及び／又は両者の役員・理事・職員・ボランティア・受託業者・スポンサー及び／又は代理人）の過失
に起因する場合はこの限りではありません。

７．私は、私の氏名、競技結果、映像、音声又は発言などが公表され、及び／又は各種マスメディアに使用されることを承諾します。また、
これには報酬・対価を伴わない私の氏名の公表及び／又は競技結果及び適用年齢層の販売促進資料・ウェブサイトへの掲載が含まれる
ことを承知しています。

８．私の健康状態は私の知る限り良好で、本大会への私の参加を妨げる要因はありません。

９．私は、本大会における私のパフォーマンスの向上を目的に如何なる薬物も使用したことはなく、今後も主催者又は国際陸上競技連
盟（IAAF）の規則で禁止されている薬物を使用又はこれを使用して治療することはありません。（出場選手には自分が摂取する医薬品
が禁止薬物でないことを各自の担当医師に確認する義務があります。）

10．私は、すべての参加登録が出走取消者及び未完走者に対し、その譲渡及び払戻しが認められていないことを承知しています。参加
料は2020年7月31日まで返金可能ですが、参加料の25％は管理手数料として保留され返金されません。参加料は管理者が会計処理し、
細目は貴方の登録明細書に、基金はPont3シドニー・ランニング・フェスティバルに資すると記されています。

11．如何なる参加者もより高い価値を認めるレースに出走変更する場合は、当初支払った参加料と新たに選択したレースの参加料と
の差額に5ドルの手数料を加えた追加料金を支払う義務があります。私は、いずれのレース変更にも5ドルの手数料が必要で、レース
料の差額を支払う義務があることを承知しています。

12．私は、私が何らかの理由で参加できなくなった場合、私の参加登録をオンライン／インターネットでオーストラリア東部夏時間
（AEDT）の2020年9月14日（土）午後11時59分までに実行すれば、別の人に譲渡・変更できることを承知しています。代替参加者の人選
及び権利譲渡並びにレース登録変更手続きに関する責任は私が負うものとします。私は参加登録変更手数料として20ドルを譲渡・変
更時に支払うことに同意します。主催者は氏名の変更及びその手続きの成否に責任を負わないものとします。

13．主催者及び／又は管理者の合理的な管理能力の及ばない、強風、豪雨、過剰大気汚染、雷及び事故又はその他天災を含む何らかの出
来事の結果又は安全上の懸念から本大会の開催が取り消された場合、私は私の参加料及び／又は本大会参加に際し発生した他の費用
が払戻不可であることを承諾します。また、私はかかる取消しの結果生ずる恐れのある損失又は損害を主催者及び／又は管理者に対し
て補償の申立てをしないことに同意します。

14．私は18歳以上で、もしくは18歳未満の参加者の保護者／法定後見人で、この公文書を読み明確に理解したと認識します。私は
本人、保護者又は法定後見人として、本大会参加同意書に同意します。

プライバシーの公開：管理者は、本大会及び関連する活動の実施及び運営を目的として個人情報を収集し、使用し、公開します。その目
的には参加者の本人確認、記録結果及び貴方との意思疎通並びに貴方への各種会員サービスの提供、又は他のイベント、ブラックモア
ズもしくは他のスポンサーが提供する宣伝用資料の配布が含まれます。管理者はその個人情報保護に関するポリシーに基づき個人情
報を収集し、使用し、公開します。私は以下の条件に従い、本大会を構成する4種目の競技のいずれかに参加することに同意します。競
技とは本大会において行われる4つの異なるレースのいずれかを意味します。管理者はオーストラリア陸上競技連盟ランニング・オー
ストラリア・プログラムの運営を目的として貴方の個人情報を主催者に開示しますが、これに限定されるものではなく要求に応じて
第三者と共有される可能性があります。同プログラムの運営に際し、ニューサウスウェールズ陸上競技連盟のレクリエーション・ラン
ニング会員として貴方を登録する際に貴方の個人情報が使われます。また、貴方の個人情報はブラックモアズ・オンライン・コミュニ
ティの会員として貴方を登録する際にも使われます。
管理者の個人情報保護に関するポリシーには、管理者が保有する個人情報へのアクセス方法及び修正方法に関する情報又は個人情報
の取扱いへの異議申立て方に関する情報が含まれています。参加申込書の受理又は各種サービスの提供は、必須情報が満たされてい
なければ拒否される場合があります。管理者又は第三者からの販売促進物の受取りを希望しない個人のためにオプトアウト手続きの
対応もあります。管理者への問い合わせ及び個人情報保護に関するポリシーのコピー請求は以下まで。
www.sydneyrunningfestival.com.au

バウチャーコード：点検用チェックアウト・ページのバウチャー・ボックス欄にコードを入力して貴方のバウチャーコードを有効にし
ます。貴方のコードが承認された段階で貴方の登録料は減額されます。バウチャーコードは、参加者がそのコードの適用条件を満たす
場合に限り、有効期間内に使用することができます。バウチャーコードは現金化不可で、当該コードが発行されたコード所有者である
参加者にのみ使用が認められます。支払い後でも参加登録手続き時に貴方のコードが入力されていなければ返金は受けられません。
管理者は参加者に予告なくいつでもバウチャーコードを変更、一時停止及び／又は取り消す権利を留保します。

お問い合わせ先　シドニーマラソン日本事務局（担当  寺本）　TEL：03-3264-0446　FAX：03-5275-2467　E-Mail：contact@sydneymarathon.jp
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