
IPC 選手資格同意書 
 
国内パラリンピック委員会  JAPAN PARALYMPIC COMMITTEE 
NPC コード  JPN 競技  Swimming 

苗字 (注：英文でブロック体で記載のこと) 

名前 （注：英文でブロック体で記載のこと） 

生年月日（日/月/年） （注：西暦、日から順に記

載） 

性別 男 ○  女 ○ 

（注：チェックを入れる） 

 

この選手資格同意書（以下「同意書」）は重要な文書であり（本バ

ージョンが全ての既存のバージョンに優先する）私の IPC 競技会

への参加を統治するものである。 

 

この同意書は下記に私が署名する日に始まり、以下に明記された

規定を条件として、他の特記がない限り IPC 競技会への参加から

引退するまでの間、効力を持つ。（以下「条項」） 

 

私は、IPC 競技会に参加するためのライセンス登録をする資格を得

るため、および、IPC 競技会での私の参加の受理が検討されるため

に、この同意書に明記されている以下の条項に同意する： 

１． あらゆる IPC 競技会中に撮影、テレビ放送、写真撮影、識別、

その他の方法で記録される。私の名前、画像、声、パフォー

マンス、および略歴と共に保存、または記録された私の映像

は、IPC と IPC が権限を与えた第三者（IPC メンバーとパー

トナーを含む）によってあらゆるコンテンツやフォーマット

で、また、既存か将来的に開発されるかに関わらずあらゆる

メディアやテクノロジーを通じて、IPC 競技会の開催中と開

催後、永久的に、IPC 競技会、パラリンピック・ムーブメン

トと IPC の祝典と宣伝に関連して、商業的かつ非営利的な形

式で使用される。 

２． 私自身が IPC 競技会において撮影した写真と動画は全て、こ

れらの競技会の公式競技場で競技に出場している選手達の

ものも含めて、IPC より書面による事前許可を得ない限り、

個人的および非営利目的での利用に限る。 

３． IPC ハンドブック、私が参加する競技の IPC 競技技術規則と

クラス分け規則、および IPC 競技会での私の参加に適用され

るその他の規則や規約は全て順守する。これらの文書は IPC

のホームページ上やリンクで閲覧可能、また書面での要請に

より IPC 本部より入手可能であり、それらを読み理解したと 

 

みなされることを了解する。 

４． IPC 競技会への私の参加は、私が所属する国内パラリンピッ

ク委員会（以下「NPC」）や、適応する場合には私が所属する

IPC 公認国内競技連盟（以下「NF」）を通して手続きされる。 

５． 様々な IPC 競技会のために IPC により定められた適格性、資

格、参加の基準を受け入れる。 

６． IPC 競技会期間中は、フェアプレーと非暴力の原則に従い、

正しく振る舞う。 

７． IPC アンチ・ドーピング規程に従い、特に、適用される世界

アンチ・ドーピング規程禁止リストにより禁止されている薬

物の使用、所有、運搬や、禁止されている手法を使用しない。

また、IPCアンチ・ドーピング規程の実施を支持するために、

アンチ・ドーピング組織、法執行機関、国境サービス庁が私

の個人情報を IPC と共有することに同意する。 

８． 全ての IPC 競技会や大会に関わるギャンブルや賭博行為へ

の参加や援助をしない。特に、自分自身、自分のチームやい

かなる競技者や対戦相手（勝敗に関係なく）にも掛けること

をせず、自身の家族や友人達の参加も阻止し、IPC 競技会や

大会に参加する競技者に関するいかなる競技情報も共有せ

ず、大会の結果に影響をもたらす見返りに金銭や利益を一切

享受しない。 

９． IPC 競技会でのスポンサー表示、宣伝、および着衣や器材広

告のメーカー商標に関する全ての IPC 規約に従う。 

 

個人情報の収集 

この同意書において提供した私に関する情報（個人情報）は真正、



完全、正確であることを確証する。IPC 競技会に適用されるデータ

保護法に従って、私は以下の項目に同意する： 

１． 私の個人情報は、IPC、所属の NPC かつまた NF、および地元

組織委員会（以下「LOC」）によって収集され、その個人情報

は、IPC、所属する NPC かつまた NF、LOC、責任を負う主催

行政、法執行機関、国境サービス機関、治安当局、および IPC

（第三者）に権限を与えられたその他の同様の組織によって、

IPC 競技会への私の参加の促進や IPC 競技会を組織する目的

で、またそれに絡んで必要な程度に、保管され使用される。

（IPC が所有や契約するサーバーへの移動やそのサーバー上

での保管を含む） 

２． 可能性として繊細な関連個人情報も含まれる私の個人情報

は第三者に譲渡され、IPC 競技会用のアクレディテーション

を供与するために、必要な加工が施される。 

３． IPC、LOC と第三者は当事者間において、IPC 競技会の規定、

規則あるいは付属定款に対する違反行為の調査、かつまた告

訴を目的として、私の個人情報を共有することができる。 

４． この同意書に含まれていない目的のための私の個人情報の

使用は、選手評価を受けることを含めて、IPC に対する私の

明確な承諾を得て行うことができる。 

５． この同意書の署名日時点で 18 歳未満の参加者：私は、IPC 競

技会への私の参加の検証と確定を可能とするために、未成年

者の IPC 競技会への参加に適用される特定の法律と規則に

従わなければならないことに同意する。 

 

追加の説明（同意）(注：チェックは入れないで下さい) 

リサーチを目的とした個人情報の使用 

□ 私は、IPC が承認したリサーチ目的のプロジェクト（この限り

ではないが、選手のバイオグラフィー、質問書、撮影、測定、お

よび医学的個人情報を含む）において IPC への支援を希望し、私

の個人情報が公表される前に匿名化される前提で、そのような目

的のために IPC 競技会における私の参加の結果として収集される

私の個人情報と統計データの永久的な使用に同意する。 

 

この同意の有無は、同意書全体の完結性には影響しない。リサー

チ目的の同意がない場合は、個人情報はこの目的には使用されな

い 。 同 意 が あ る 場 合 は 、 い つ で も IPC 本 部 へ の 連 絡

（privacy@parlympic.org）によって引き下げることができる。 

 

 

 

追加の説明（同意）(注：チェックは入れないで下さい) 

マーケティングを目的とする個人情報の使用 

□ 私は、IPC 競技会、パラリンピック・ムーブメント、および IPC

（とそのパートナー）の祝典と宣伝に関する情報を、私がそのよ

うな情報の受け取りからオプトアウトする時まで IPC（とそのパ

ートナー）から受け取ることを希望する。 

 

この同意の有無は、同意書全体の完結性には影響しない。マーケ

ティング目的の同意がない場合は、個人情報はこの目的には使用

されない。同意がある場合は、いつでも IPC 本部への連絡

（privacy@parlympic.org）によって引き下げることができる。 

 

個人情報へのアクセス 

私は、IPC が情報保護法の下に保持する個人情報に、所属の NPC ま

たは NF を介して、そして必要に応じてその NPC や NF が IPC を介

してアクセスし、修正する権利を有することを理解している。ま

た、この同意書をいかなる時にも引き下げることができ、それに

より、IPC 競技会に出場する資格の喪失につながることも理解して

いる。 

 

競技技術の最高権威の承認 

私は、全ての IPC 競技会開催中の私の競技に関係する競技技術規

則は、競技会、競技会場、クラス分けに関する全ての規則であり、

IPC の支配下にあること、また、生じる紛争はすべて、最終権限を

持つ IPC によって解決されることを認識し承認する。 

 

私は、競技技術やクラス分けルールに関係する決定は、私が出場

する関係 IPC 競技会に適用されるクラス分けルールで規定されて

いる関係競技技術ルールやクラス分けの上訴手続きでさらに規定

されている競技別上訴手順にて下された決定を超えて、さらなる

上訴の対象とならないことを認識し承認する。私はいかなる苦情、

仲裁、訴訟も起こさず、そのような決定に関して他のいかなる裁

判所や裁決機関に対しても、いかなる形式での救済も求めない。 

 

拘束力のある仲裁の承認 
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私は、IPC 競技会開催中に生じる競技技術の領域外の紛争は全て、

IPC に支配されないパネルに限って提出されることを認識し承認

する。そのような紛争は IPC ハンドブックに従って終結される。

IPC に支配されないパネルの決定は最終的かつ上訴不可能で法的

拘束力を有する。 

 

苦情に関するリスクと免責の承認 

私は、自己の責任においてIPC競技会に参加することを認識する。

私自身と他の競技者、役員、および観客に傷害や他の危害を及ぼ

すことのないようにあらゆる合理的な対策を取る。また私は、私

が IPC 競技会の会場に持ち込むすべての器材、身体条件適応器具

および所有物について、LOC と IPC は責任を負わず、紛失やそれ

らに対する、あるいはそれらによって生じる損害に対して私が責

任を負うものと承認する。 

 

私は、LOC、IPC、私の競技を統治する国際組織、それらに関係す

る執行メンバー、管理者、役員、従業員、ボランティア、契約者

および代理人に対して、すべての IPC 競技会への私の参加に関係

して私自身が被る紛失、傷害、損害について、（法律が認める範囲

内で）一切の責任を免除する。 

 

連絡先 

私は、この同意書と私の個人情報の使用の内容について質問があ

る場合には、IPC 本部宛（privacy@paralympic.org）に連絡して良い

と理解している。 

 

 

□私はこの同意書の全ての規定を読み理解し、下記の私の署名が真正であり、上記に明記された参加者の署名であること

を確証する。 

 

 

（注：選手の署名はここへ記載、本人の署名はパスポート署名と同じ、漢字でも良い）   （署名した日付、日／月／西暦年）

                                                             

選手の署名                                       日付 

（注：１８歳未満保護者名等はブロック体で記載、 署名はパスポートと同じ、漢字でも良い）  （署名した日付、日／月／西暦年） 

                                                        

保護者/法定後見人の名前（ブロック体） 保護者/法定後見人の署名              日付 

 

                                                       

国内パラリンピック委員会の名前    署名          日付と押印 

（ブロック体） 
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