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保護者同意書、パスポート/身分証明書のコピーと動画（ビデオ）の提出 

1. この文書の 2ページめ（翻訳版）を良く読んで下さい。 

2. この文書の 3ページめを印刷してください。親/法的保護者の同意書

（英文）のページです。 

3. 日付とあなたの名前を（活字体）記入の上、署名して、あなたの親/法

的保護者にも同様のことをお願いします。 

4. 署名されたフォームの写真を撮るか、署名されたフォームをスキャンし

てコンピュータからアップロードします。 
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参加者の指定（譲渡）、リリースおよび同意書 

Buenos Aires 2018 Youth Olympic Games Breaking 出場資格認定 

日付: ________________________________________________________________________ 

私は、2018年のブエノスアイレスユースオリンピック（「YOG」）の予選プロセスに参加する機会を与えられたこと

を考慮して、以下に署名して、私はWorld DanceSport Federation（WDSF）に私のリリース、許可、 （WDSF、「WDSF

締約国」と総称して）既存のものであろうと将来のものであろうと、その代理人、後継者、関連会社、ライセンシー、

譲受人、メディアパートナー、すべての予選活動やYOG競技会自体（以下「コンテンツ」といいます）を含むがこれ

に限定されない、YOGに関連するあらゆるデジタルまたはオーディオコンテンツを永久に改変、編集、複製、ライセ

ンス供与する。コンテンツは、YOGと関連して私の声、肖像、イメージ、才能、公演（競技その他での公演）、ビデ

オ入力、個人的なストーリー、写真、録音、そして私の名前の使用を含むように定義されます。関連するプロモーショ

ン活動を含め、出場資格認定プロセスまたは関連競技のあらゆる側面。コンテンツには、特に、YOGの資格を得るた

めの努力の中で示された私の技術を45秒間記録することが含まれます。私のコンテンツは、WDSF締約国のいずれかに

よって改変、省略、または他の方法で改変されたもの、またはそこから派生したものである場合があります。この文書

に署名することにより、私はコンテンツのすべての権利、権原、および利益をWDSFに割り当て、すべての文書に署名

し、本文書の目的を達成するために合理的に必要とされるすべての行為、コンテンツに対するWDSFの所有権を完全に

するための権利を包括的に譲渡すること。 

私は、特定の製品を保証する書面による同意なしにコンテンツを使用することができないという制限の下で、いかなる

種類の将来のマーケティングおよび/またはプロモーションプログラムに関連してWDSFまたはその譲受人によってコン

テンツが使用されることを理解し、同意するWDSF、そのイベント、YOGまたは関連するイベントを一般的に促進する

場合を除いて、プログラムの商品化に使用することができます。私は、コンテンツに関連して自分の名前を使用するこ

とを含む疑いを避けるために、コンテンツ内で完成、未完了のいずれかの権利、権原、または利益の権利をWDSFに譲

渡し、WDSFに割り当てる。 

YOGの出場資格認定プロセスに参加する機会を与えられることを考慮して、私は、コンテンツの使用について、現在ま

たは将来、財政上またはその他の補償を受けることができないことを理解し、 WDSFの私の名前の使用。私はさらに、

この許可が取消不能かつ永久的に認められていることを理解しています。 

参加者は、第1段階予選競技会に参加する権利と2018年ユースオリンピックの予選に関連する後続の段階に入る権利を

考慮して、ワールドダンススポーツ連盟、その代理人および譲渡人を擁護し、放棄し、無害にすることに同意する参加

者の参加によるあらゆる種類の傷害、喪失または損害に対する申し立て、訴訟、および/または責任から、およびこれ

に対して2018年ユースオリンピック大会に至る競技、プロモーションまたは公演を組織することに関与するすべての団

体 に 限 定 さ れ ま す （ 提 出 さ れ た ビ デ オ の 使 用 お よ び / ま た は 出 版 に 関 連 す る も の を 含 む ） 。 

私は、第三者の請求、負債、損失、費用、損害、および/または費用（合理的な弁護士費用を含むがこれに限定されな

い）からWDSFおよび他のWDSF締約国を擁護し、補償し、 （i）本契約の違反または私が適用される法律。 （ii）コン

テンツのいずれかが第三者の知的財産権、プライバシー権、その他の権利または適用される法律に違反するとの申し立

て。本契約はスイスの法律に準拠しています。当事者は、本契約に起因するいかなる紛争も、スイスのローザンヌで、

スイスの裁判所またはスポーツ仲裁裁判所の専属管轄権に提出することに同意します。 

 

本人名_______________________________________| 保護者名____________________________________________ 

本人署名____________________________________|   保護者署名_________________________________________ 

注意： 署名は（翻訳版）にではなく、３ページの英文のフォームにお願いします。 
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PARTICIPANT ASSIGNMENT, RELEASE AND CONSENT AGREEMENT 

Qualifiying for Buenos Aires 2018 Youth Olympic Games Breaking 

DATE: ________________________________________________________________________ 

In consideration for being granted the opportunity to participate in the qualifying process for the 2018 Buenos Aires Youth Olympic 
Games (“YOG”), I, the undersigned, hereby grant my release, permission, and consent to the World DanceSport Federation 
(“WDSF”), its agents, successors, affiliates, licensees, assigns, media partners, and international partners, whether existing today or 
in the future (collectively with WDSF, the “WDSF Parties”), to use, disseminate, modify, print, publish, alter, edit, reproduce, and 
license into perpetuity in any manner whatsoever any digital or audio content related to the YOG, including but not limited to all 
qualifying activities and the YOG competition itself (the “Content”). The Content shall be defined to include my voice, likeness, 
image, talent, performances (in competition or otherwise), video entry, personal story, photographs, and recordings, as well as the 
use of my name, in connection with the YOG and any aspects of the qualification process or related competitions, including any 
related promotional activities. The Content shall in particular include a 45-second recording of my breaking skills shown in the effort 
to qualify for the YOG. My Content may be modified, abridged, or otherwise altered or a derivative work made therefrom by any of 
the WDSF Parties. By signing this document, I hereby assign all my right, title, and interest in the Content to WDSF, and agree to sign 
all documents and perform all acts reasonably required to give effect to the purpose of this document, i.e. to make an effective and 
comprehensive permanent assignment of rights to perfect WDSF’s ownership interest in the Content. 

I understand and agree that the Content may also be used by WDSF or its assigns in connection with future marketing and/or 
promotional programs of any kind, subject to the limitation that the Content may not be used without my written consent to endorse 
a specific product or for merchandizing programs, except as such programs may generally promote the WDSF, its events and the 
YOG or related events. I release and assign to WDSF any claim of right, title, or interest, which I may have in any material, finished 
or unfinished, in the Content, which for the avoidance of doubt includes any use of my name in conjunction with the Content. 

In consideration for be granted the opportunity to participate in the qualifying process for the YOG, I grant the permissions 
hereunder with the understanding that I shall not receive any financial or other compensation, now or in the future, for the usage 
of the Content, including usage of my name by WDSF. I further understand that this permission is granted on an irrevocable and 
perpetual basis. 

In consideration for being granted the right to enter the Stage One Qualifying competition and any subsequent stage relating to 
qualifying for the 2018 Youth Olympic Games, Entrant agrees to defend, release and hold harmless the World DanceSport 
Federation, its agents and assigns, including but not limited to any entity involved in organizing any of the competitions, promotions 
or performances which lead up to the 2018 Youth Olympic Games, from and against any claims, action and/or liability for injury, 
loss or damage of any kind resulting from Entrant’s participation therein (including in connection with the use and/or publication of 
the submitted video).  

I shall defend, indemnify, and hold harmless WDSF and other WDSF Parties from and against any and all third-party claims, liabilities, 
losses, expenses, damages, and/or costs (including but not limited to reasonable attorneys’ fees) arising out of or related to: (i) any 
violation of this Agreement or applicable law by me; and/or (ii) any claim that any of the Content violates the intellectual-property 
rights, privacy rights, or other rights of any third party or any applicable law. This Agreement is governed by Swiss law. The parties 
agree to submit any dispute arising from the present Agreement to the exclusive jurisdiction of the Swiss Courts or to the Court of 
Arbitration for Sport at Lausanne, Switzerland. 

 

My name_______________________________________| Guardian’s name____________________________________________ 

 

My signature____________________________________| Guardian’s signature_________________________________________ 


