Tokyo Yamathon 2019 Disclaimer
Registration Terms of Tokyo Yamathon 2019.

誓約書

(Each member must agree with this before the registration)

・I do not have any cardiac diseases or other kind of diseases and I will pay attention to my health until the end of the event.
I will train enough for the event. I will participate at my own risk against injury, accident, loss etc.
・I note that compensation for accidents or injuries during the event is within the range of the insurance that Tokyo Yamathon
receives.
・I will not pursue the liability of the organizer of Tokyo Yamathon for death or any injury or for any damage to or loss or
destruction of property or any other economic loss during the event.
・I agree to indemnify or reimburse the organizer in respect of any additional expenses or costs incurred by the organizer
arising from or in connection with my participation in this event.
・Tokyo Yamathon will not refund excess payment with the funds you raise.
・The organizer calls for cessation when an extreme condition occurs such as extreme weather, earthquake, accidents, etc. If
the event is cancelled due to the reasons, we will not refund the entry fee.
・I agree the personal information received at registration will be used for sending event records, event insurance, team
numbers, other IVG event information and announcements (ranking etc.). In addition, I allow the organizer to use my personal
information for emergency treatment and collaboration with medical staff and institutions.
・I agree that IVG Japan and Tokyo Yamathon may use photograph, film, video, record, image or voice of me, my team
members or my support teams for publicity material of the Tokyo Yamathon related activities and promotions.
東京ヤマソン 2019

参加要項（チームメンバー全員、以下要項への同意が必要です）

・私には心肺、その他の疾患はありません。イベント中は体調に注意し、また本イベントに備え十分に体調を整えます。負傷、事故、損失
等、自らの責任で参加をします。
・本イベント中の事故、また怪我は東京ヤマソンが加入する保険の範囲内での保障を承認します。
・本イベント中に死亡、怪我、財産の損害、損失、破損が発生した場合、主催者に責任を追及しません。
・本イベント参加に際し、主催者に損害、または損失を与えた場合、その補償、または弁償することを承認します。
・東京ヤマソンおよび NPO 法人横浜こどもホスピスプロジェクトは、払い過ぎた寄付金の払い戻しはいたしません
・運営組織が異常な天候、地震、事故など異常事態発生と判断した場合、大会を中止いたします。イベントがこのような理由で中止になっ
た場合でも、参加費の返金はいたしません。
・大会参加登時に受け取った個人情報は、大会記録、保険、チームゼッケン、その他の IVG イベントやお知らせ（ランキングなど）に使
用されることに同意します。さらに、緊急の治療や医療スタッフ、施設との連携時にも使用することがあります。
・IVG ジャパンと東京ヤマソンのスポンサーが東京ヤマソンに関連する活動や宣伝のために、私や東京ヤマソン 2019 に参加するチーム
メンバーの写真、フィルム、動画、ビデオ、記録、イメージ、音声を広報の資料として使用することに同意します。

Team number / チーム番号 :

.

Date / 日付

:

.

Team Name / チーム名

:

.

Signatures / 署名

Team leader :

Team Member 3 :

. Team Member 2 :

.

Team Member 4 :

.

.

