2015
オリンピックデーラン

新潟大会
2015年10月4日（日）開催！

申込み締切日

8月28日（金）

雨天決行

参加者
募集中!

会場：デンカビッグスワンスタジアム

定員になり次第受付終了

オリンピアンと一緒に、ジョギング、トークショーやサイン会などを楽しみませんか？
どなたでも参加できますので、ご家族、お友達と気軽にご参加ください♪
会場ではオリンピック競技の体験会も行います！お楽しみに!!

参 加 オリンピック・ムーブメントアンバサダー及びオリンピアン
スケジュール（予定）
8：00 〜 受付開始
ドナルドスペシャルプログラム
9：30 〜 開会式（トーチラン・エスコートキッズ）
10：00 〜 3kmジョギングスタート
11：00 〜 オリンピアントークショー（当日定員制）
11：30 〜 オリンピアンサイン会（当日定員制）
14：00 〜 スポーツ教室（要事前申込）
スポーツ体験（陸上競技）

アフロスポーツ

荻原 健司

（スキー・ノルディック複合）

※ドナルドスペシャルプログラムは8：00 〜 9：30に常時実施しております。
※スケジュールは当日変動する場合があります。
※雨天時の場合、プログラムが変更となる可能性があります。
※スポーツ教室の会場はハードオフエコスタジアム屋内練習場（野球）、
新潟市体育館（バレーボール・体操）となります。
※オリンピアンサイン会は大会受付時に抽選いたします。

お申込先
お問合せ先

（水泳・競泳）

皆川 賢太郎

（スキー・アルペン）

【電話申込み】 025-243-4894

募集定員
参加賞

新潟市役所コールセンター 8:00〜21:00（年中無休）

【FAX申込み】025-201-7656
新潟市文化・スポーツコミッション
TEL：025-229-4245

参加費

8：30〜17：15（土日祝休）

URL：http://www.n-csc.jp/

※大会の詳細および申し込みはホームページでもご覧いただけます。
※参加申込書はＪＯＣ公式サイトからもダウンロードいただけます。

新潟市文化・スポーツコミッション

永富 有紀

（バレーボール）

佐藤 寿治

（体操・体操競技）

実施プログラム

アフロスポーツ

小島 啓民
（野球）

佐藤 恵

五十嵐 久人

（陸上競技）

（体操・体操競技）

※開催地枠

※開催地枠

オリンピアン

オリンピック・ムーブメントアンバサダー

※会場内にて、体験コーナーを設けます。
常時実施しておりますので、お気軽にご参加ください。

7月20日（月・祝）より申込開始

伊藤 華英

1,000名 （小学生以上ならどなたでも参加できます。）
※お電話での申し込み、または裏面に必要情報をご記入の上FAXをお送りください。
※定員になり次第受付終了。
※未就学児は申込みできません。また小学1〜３年生は大人（保護者など）の伴走が必要です。

●2015オリンピックデーランオリジナルTシャツ
●IOC会長・JOC会長署名入参加証明書
●マクドナルドハンバーガー特別ご招待券

1,000円

参加費は郵便局備え付けの払込取扱票より参加人数分を振込みください（手数料は参加者負担）。
参加費振込口座名：新潟市文化・スポーツコミッション 口座番号：00590-1-51420

開会式、
3kmジョギング、
ドナルドスペシャルプログラム、
オリンピアントークショー、
オリンピアンサイン会、
オリンピックデーラン記念撮影コーナー、
スポーツ体験（陸上競技）
スポーツ教室（野球・バレーボール・体操競技 計3競技）、

■主催：国際オリンピック委員会、公益財団法人日本オリンピック委員会、NPO法人日本オリンピアンズ協会、新潟市、新潟市文化・
スポーツコミッション ■共催：公益財団法人日本体育協会、
公益財団法人日本陸上競技連盟 ■主管：新潟市文化・スポーツコミッション
■後援：文部科学省、NHK、新潟県、新潟市教育委員会、公益財団法人新潟県体育協会、公益財団法人新潟市体育協会 ■特別協賛：日本
マクドナルド株式会社 ■協力：アシックスジャパン株式会社、コカ・コーライーストジャパン株式会社
この事業はtotoの助成を受けて実施しています

諸注意

◎取得した個人情報は、本大会に関する業務にのみ使用いたします。◎本大会中の写真を主催者他のホームページ、広告物等にて利用する場合がありますので予めご了承下さい。
◎上記イベントの内容は予定であり、今後変更する可能性もございますので予めご了承下さい。なお変更等が生じる場合は、JOC公式サイト等でもご案内致します。

■ 参加定員／ 1,000名(先着順)

■ 締切／申込・入金ともに 8月 28日（金）まで

●定員になり次第締切とさせていただきます。

■ 参加申込方法

7月20日（月・祝）より申込開始

※大会当日の参加申込は受け付けません。必ず、事前にエントリーをお願いいたします。

手順① 参加申込をお願いします

◎電話でのお申込

０25-243-4894 (新潟市役所コールセンター）
電話受付時間：8:00〜21:00（年中無休）

※1回に５名までお申込みできます。

◎FAXでのお申込

下記「参加申込書」に必要事項を記入して、
オリンピックデーラン新潟大会受付デスク宛てにFAXください。

※1通の申込書で5名までお申込みできます。

手順② 参加費をご入金ください

ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口・ATMにてご送金ください。

オリンピックデーランコース

◎口座名義：新潟市文化・スポーツコミッション

3kmジョギング

◎口座番号：００５９０−１−５１４２０

■ 参加者へのお知らせ事項

払込取扱票に必要な記載事項
●申込代表者名

●郵便番号

① 本大会はオリンピック・ムーブメントやオリンピアンとのふれあいを主な目的としたもので、
順位や記録を競うものではないため、走行所要タイム及び順位の計測はいたしません。
② 当日は雨天決行ですが、天候状況により、一部プログラムを変更させて頂く場合がございます。
いかなる理由でも入金後の参加費の返金はいたしません。予めご了承ください。
万が一、本大会に不参加の場合でも当日会場にて参加Tシャツの引き渡しをさせていただきます。
③ 健康管理は事前にチェックするなど各自の責任において参加してください。主催者側では傷害保
険に加入いたしますが、万が一疾病・傷害・事故が発生したときは、応急処置と傷害保険範囲以
外の責任は負えませんのでご了承ください。
④ 参加賞のTシャツは2サイズのみとなります。当日の状況により、事前にご記入頂いてもご希望に
添えない場合があります。ご了承ください。※Sサイズは子供〜小柄な女性用。
⑤ プログラム参加中は「2015オリンピックデーランTシャツ」を必ず着用してください。
⑥ 小学3年生以下のご参加は、保護者同伴でのお申込、ご参加が必要となります。

●住所（都道府県名から番地等まで）

●代表者連絡先電話番号
※いずれも、参加申込の「代表者」と同一のものを記載してください。
※払込取扱票は、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に備え付けてあります。
※払込手数料は参加者のご負担にてお願いします。
※入金後は参加費の返金はできません。予めご了承ください。

手順③ 参加票をお待ちください

参加申込・入金を確認できた方には、9月中旬より「参加票」を発送いたし
ます。当日、会場受付までお持ちください。

きりとりせん

201５ オリンピックデーラン新潟大会

参 加 申 込 書 FAX

02５-2０１-７６５６

下記に必要事項をご記入の上、2015オリンピックデーラン新潟大会受付デスクまで FAXにてお送りください。

■ 申込代表者

※太枠内の事項は払込取扱票にもご記入ください。

（フリガナ）

TEL.

お 名 前
ご 住 所

FAX.

〒

■ 参加者リスト

1

No.

FAX
送信方向

携 帯.

−

◎申込代表者も参加の場合は、必ず下記にご記入ください。
お 名 前

年 齢

区 分

Tシャツサイズ

スポーツ教室（14：00〜16：00）

□小学生
□ 大人

□中・高校生

□S
□フリー

□ 野球
□バレーボール

□体操

2

□小学生
□ 大人

□中・高校生

□S
□フリー

□ 野球
□バレーボール

□体操

3

□小学生
□ 大人

□中・高校生

□S
□フリー

□ 野球
□バレーボール

□体操

4

□小学生
□ 大人

□中・高校生

□S
□フリー

□ 野球
□バレーボール

□体操

5

（フリガナ）

※Tシャツのサイズは2サイズのみとなります。
※スポーツ教室のみの申込はできません。参加希望の方は「スポーツ教室について」をご確認ください。

□小学生
□ 大人

□中・高校生

□S
□フリー

□ 野球
□バレーボール

□体操

（フリガナ）

（フリガナ）

（フリガナ）

（フリガナ）

申込代表者のお名前で参加費の合計金額をご入金ください。
◎口座名義 ：「新潟市文化・スポーツコミッション」
◎口座番号 ：００５９０−１ー５１４2０
※入金確認後、本エントリー受付とさせていただきます。

参加費合計
（参加人数）

人

1,000円

円

◆スポーツ教室について（参加定員・対象）

・野球（定員50名）
対象：小学4年生〜6年生 部活動などで野球経験がある方
・体操（定員50名）
対象：小学4年生〜6年生 競技大会参加経験が無い初心者の方
※バレーボール教室については、初心者に合わせた内容でも良いという方に限り、小学生高学年の経験者の申込みも可。
・バレーボール（定員50名） 対象：小学4年生〜6年生 初心者の方
本大会(併催イベントを含む)に申込をするにあたって、参加者本人及びその全関係者(保護者・所属する団体代表者等)が以下の誓約文を了承したとさせていただきます。なお、誓約文を了承できない場合は、申込をご遠慮願います。
【誓約文】※必ずお読みください。下記事項に同意の上ご参加いただくものといたします。
◎参加者本人及びその全関係者（保護者・所属する団体代表者等）は、本大会（併催イベントを含む）に参加するあらゆるリスクを十分承知の上で参加し、本大会開催中に発生した如何なる疾患、怪我、事故、事件等については、
参加者本人及びその全関係者（保護者・所属する団体代表者等）の責任において処理し、主催者側には一切法的・道義的責任を問わないことを誓約します。
また、本大会（併催イベントを含む）中の疾患、怪我、事故、事件等については、主催者側が加入する保険の範囲内での対応とすることを、参加者本人及びその全関係者（保護者・所属する団体代表者等）は了承します。
◎ 本大会（併設イベント含む）
で撮影した写真等を、ホームページや広報物など主催者側にて使用させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
◎ 取得した個人情報は、本大会（併設イベント含む）に関する業務のみに使用いたします。

