
（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）

2023 年　　　　 月　　　　   日

アルファベットは
正確に！

●参加種目（○を付けて下さい）（Selected the Event）  

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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  　　　　）.yaw eht lla ecap DILOS dna TSAF a ta nur lliw I （。る走で度速な実確、く速に的続継ていおに間区のて全    
　Ｂ  ）.yaw eht lla ecap YDAETS tub MUIDEM ta nur lliw I（。るす持維をスーペな的続継、り走でさ速のいらぐ中を間区のどんとほ    
　Ｃ ）.ecap NUF a ta KLAW ro/& GOJ lliw I （ 。るすと的目をンランァフめ含もき歩は又グンギョジ   

＊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。

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）

● 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）

2023年3月23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）

● スタートグループ（Start Group）

）tnemeergA tnapicitraP（）。いさだくてし照参を面裏（書意同棄放利権び及責免 ●

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）

　名前／Name　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　続柄　　　　　　　　　　TEL

第21回  シドニーマラソン2023  大会参加申込書

2023 年　　　　 月　　　　   日日付
Date

        Hrs                    　Mins              　  Secs
時間　　         　分　　                秒

〒

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：contact2023@sydneymarathon.jp

全ての項目を参加者ご本人がご記入ください。なお、参加される未成年者の方も申込書が必用です。また、「同意書」をお読みの上、
同意の上　□にチェックを入れてください。郵送、FAX またはメールに添付の上、日本事務局にお送りください。

同意します

開催日：2023年9月16日（土）＆17日（日）

Sydney Marathon 21.1km
（ハーフマラソン）

Sydney Marathon
（フルマラソン）

Sydney Marathon 10KM
（シドニーマラソン10KM）

Sydney Marathon Family Run
（シドニーマラソンファミリーラン3.5KM）

16日（土） 17日（日）



2023年シドニーマラソン参加者規約 
 
参加者規約 
 
私は、自己責任において、本イベントに参加することに同意します。 私は、参加に伴うリスク
から身を守るために、あらゆる合理的な手段を講じます。 私は、旅行保険および個人医療保
険、ならびに本イベントへの参加により発生した医療・手術費用の支払いおよび／または返済

について、すべての責任を負うことに同意します。 
 
私は、イベント会場に持ち込むすべての私物に責任を持ち、イベント主催者側であるオースト

ラリア陸上競技協会（AA）および独占ライセンスプロモーターである Pont3 Pty Ltd（以下
「Pont3」）が、私の私物の損失や損害に対して一切の責任を負わないことを認めます。 
 
私は、イベント会場への入場および／または会場からの退場の前に、本人確認チェック、会場

内のセキュリティチェックおよびその他のセキュリティチェック（私の所有物の検査を含む）

が行われることに同意します。 
 
私は、随時変更される本イベントの規則およびスケジュールを遵守し、イベント関係者の指示

に従うとともに、いかなる理由があっても、イベント主催者側がエントリーを受理または拒否

する決定権を有していることを承諾します。 
 
私は、本イベントに関して、オーストラリアスポーツアンチドーピング機構（ASADA）および
AAにおいて適用される全ての規制、法律ならびに規則を遵守し、ASADA、AAおよびシドニ
ーマラソンのスタッフならびに関係者の合理的な指示や決定に対してすべて従うことを約束

します。 
 
私は、AA および／または Pont3（およびその取締役、役員、従業員、ボランティア、請負業
者、スポンサー、および／または代理人）の過失に起因する請求または責任を含む、イベント

への出席および参加に関連して私が受けた損失、負傷、損害に対して、またはその結果として、

それが発生した要因にかかわらず、いかなる請求もせず、（法律が許す範囲で）いかなる責任も

負わせないものとします。   
 
私は、私の名前、レース結果、画像、音声、声明、その他を、いかなるメディアにおいても、

支払いや補償なしに、私の名前および／またはイベント結果、該当する年齢層のマーケティン

グ資料／ウェブサイトへの掲載を含む、公表および／または使用することに同意します。 
 
私の知る限り、私は本イベントへの参加を妨げる、および／または不適格になるような状態に

なってはいません。 私は、本イベントでのパフォーマンスを向上させる目的で、いかなる物質



も故意に使用せず、AAまたは国際陸上競技連盟（以下「IAAF」）の規則で禁止されている物質
や手順を使用しません。 （競技者は、服用中の薬が禁止物質でないことを医師に確認しなけれ
ばなりません）。 
 
私は、出場しなかった、完走しなかった場合においても、すべてのエントリー料金は返金され

ないことを理解しています。 エントリー料金は、2023 年 7 月 31 日（月）以前（または、何
らかの理由でイベントの日程が変更になった場合は、イベント当日の 4週間前まで）であれば
返金可能ですが、エントリー料金の 25%は、管理費として保持されます。 料金はレースロー
スターによって処理され、レースロースターから引き落とされていることを示す項目が明細に

表示されます。  
  
参加者が料金の高い他のレースに変更した場合、当初支払ったエントリー料金と現在変更した

レースへのエントリー料金の差額、および 10ドルの管理費を支払う必要があります。 
 
2023年 7月 31日（月）以降（または何らかの理由でイベントの再調整が必要となった場合は、
イベント当日の 4週間前）、レース料金の差額は返金されません。  
 
私は、私が参加できなくなった場合、2023年 9月 7日午後 11時 59分 AEDT（または何らか
の理由でイベントの再調整が必要となった場合は、イベント当日の 1週間前）までに、オンラ
インで他の人に私のエントリーを譲渡することができることを理解しています。 自分の責任
でエントリーを譲渡する人を見つけ、レースの譲渡を手配します。 私は、私のエントリーを譲
渡するために20ドルの手数料がかかり、譲渡の際にその料金を支払うことを承諾しています。 
レース主催者は名前の転記について一切の責任を負いません。また転記に不備があっても、イ

ベント主催者に対して一切請求することはできません。 
 
私は、本イベントが現行の NSWヘルスガイドラインに従うことを承諾し、これを遵守するこ
とに同意します。 強風、大雨、過度の大気汚染、雷、事故、不可抗力、パンデミック、その他
の集団の健康安全問題、またはその他の天災など、AAおよび／または Pont3の合理的管理を
超えるものの結果として、安全上の懸念やその他の理由でイベントが中止になった場合、私は、

エントリー料金および／または参加および／または参加のために発生したその他の費用は返

金されないことを承諾します。 さらに、私は、当該イベント中止により私が被る可能性のある
損失または損害に関して、AAおよび／または Pont 3に対して一切請求しないことに同意しま
す。 
 
私は、18歳以上、または 18歳未満の参加者の親／法定代理人であることを証明し、この文書
を読み、完全に理解しました。 私は、親または法的保護者として、参加者のために、また参加
者の代理として、本参加者規約に同意します。 
 



個人情報保護宣言：Pont3 Pty Ltdは、イベントおよびその他の関連活動を実施・管理する目的
で、参加者の特定、結果の記録、あなたとの連絡、メンバーサービスまたは他のイベントや他

のスポンサーのオファーなどのプロモーション資料の提供を含む個人情報を収集、利用および

開示します。 Pont3は、Pont3のプライバシーポリシーに基づき、個人情報を収集、利用およ
び開示します。 私は、シドニーマラソンを構成する 4つの競技（以下「イベント」）に参加す
る条件として、以下に同意します。 イベントとは、シドニーマラソン内の 4 つのイベントの
いずれかであり、必要に応じて第三者に対してあなたの情報を提供する場合があります。その

情報提供には、マラソンエイジグループ世界ランキング予選プログラム用としてアボットワー

ルドマラソンメジャーズに対して、またアスレチ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用としてアスレチックスオーストラリア株式会社に対して個人情報を

開示することを含みますが、これに限定されるものではありません。ランニングオーストラリ

アプログラムの管理において、あなたの個人情報は、アスレチックニューサウスウェールズ州

のレクリエーションランニングのメンバー登録に使用されます。 
 
Pont3 のプライバシーポリシーには、Pont3 が保有する個人情報へのアクセスや訂正の方法、
個人情報の取り扱いに関する苦情の申し出先が記載されています。 必要な情報が提供されな
い場合、申し込みやサービスをお断りする場合があります。 Pont3または第三者からのプロモ
ーション広告の受け取りを拒否したい場合は、配信停止の手続きをすることができます。 
Pont3 の連絡先およびプライバシーポリシーのコピーは、プライバシーポリシー - Pont3 Pty 
Ltdでご覧いただけます  
 
バウチャーコード： バウチャーコードを有効にするには、チェックアウトページのバウチャ
ーボックスにコードを入力してください。 コードが承認された場合、それに応じて登録料金
が減額されます。 バウチャーコードは、参加者がバウチャーコードに適用される条件を満た
し、有効期間内に使用する場合のみに使用することができます。 バウチャーコードは、換金ま
たは現金と交換することはできません。また関連するコードは、コード所有者に対して発行さ

れたコードのみが対象となります。 登録手続き中にコードを入力せずにお支払いを済ませて
しまった場合、返金はいたしません。 Pont3は、参加者に通知することなく、いつでもバウチ
ャーコードを変更、停止および／または取り消す権利を有するものとします。 
 
私は、2023年シドニーマラソン参加者規約*に同意します 
 
なお、本規約は、英語で作成され、日本語に翻訳される。日本語版は参考として作成され、正

文は英文版とする。これら両言語版の間に矛盾抵触がある場合、英文版が優先する。 


