
出場者は、ここに受諾の意を表明することによって、以下の同意、保証、承諾、及び誓約を行ったものと見做されます： 

 

私は、このイベントへの参加には特定の危険性が潜在すること、また、適切なトレーニングに基づく健康体を維持していな

ければ出場すべきではないことを理解しています。私は、このイベントへの参加を受諾するに際して、イベント会場への往復

中、イベントの開催中、又はイベント会場に滞在している期間中に発生し得る、如何なる傷害又は事故に対しても完全

且つ単独の責任を負うものとします。また、私は、このイベントへの参加には、転倒、他の出場者との身体的な接触、天候

による影響、車両その他の交通、道路の状態などを含む（但し、これらに限定されません）多様なリスクが伴うものである

ことを理解しており、それらのリスクの一切を単独で負うものとします。私は、このイベントへの参加に生起し、又はこれに関

連して私が申立てる可能性のある法的責任、法的請求、訴訟、又は損害賠償の一切について、ザ・マウイ・マラソン、ヴァ

レー・アイル・ロード・ランナーズ・アソシエーション、カアナパリ・リゾート・アソシエーション、マウイ郡政府、ハワイ州政府、イベ

ント後援者、ロード・ランナーズ・クラブ・オブ・アメリカ、イベント主催者、アイ・アム・アスリート LLC（“imATHLETE”）、 

スポーツウェア・インク、エイビーズ･インク（事業名：スポーツ・ナビゲーター･ハワイ）、スポンサー各社、並びにその其々の

代理人、代表者、地位承継人、権利譲受人、及びイベントに関与するその他すべての人物を免責し、且つ、これらの者

に対する請求権を恒久的に放棄するものとします。また、私は、私の遺産相続人及び遺言執行人をして、上述した免責

及び請求権の放棄を行わしめるものとします。 

 

 

リレーチームの追加免責条項 

チームキャプテンでありチーム全体の登録手続を行うコーディネーターである私は、本権利放棄/免責合意書を精読し、そ

の内容を理解し、且つ、本イベントへの参加を承認された事実に鑑み、チームの代理人としてチームメートの利益の為に

本権利放棄/免責合意書に署名を行う権限を与えられたものであることを表明し、また、私の署名は私自身及びチームメ

ートによる本合意書の受諾を構成するものであることを表明するものとします。私は、私のチームメートが提起し得る如何

なる法的申立についても、マウイマラソンその他の被免責者を完全に防禦し、補償し、且つ、それらの被免責者を無害に

保つことに同意し、また、私自身若しくはチームメートが本イベントに参加することに生起して発生し得る如何なる種類の

法的請求又は法的責任についても、ヴァレー・アイル・ロード・ランナーズ・アソシエーション、マウイ郡政府、ハワイ州政府、

ロード・ランナーズ・クラブ・オブ・アメリカ、スポンサー各社、エイビーズ･インク（事業名：スポーツ・ナビゲーター･ハワイ）、

並びにその其々の代理人、代表者、権利譲受人を免責し、それらの者に対する請求権の一切を放棄するものとします。

更にまた、私は、私自身又はチームメートの画像、映像、声、及び氏名を記録し、それらを広告、広報、出版、又はその

他の配布の目的の為に使用する許可をヴァレー・アイル・ロード・ランナーズに与えるものとします。 

 

私は、本権利放棄/免責合意書には上述した被免責者又はその他の関係者による過失、怠慢、行為若しくは不作為

に起因する法的請求若しくは法的申立に対する権利放棄及び免責が含まれるものであることを理解しています。 
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私は、18 歳未満の未成年者又は法的無能力者である成人の登録手続を行う場合は、それらの者の親又は法的な保

護者として行為し、それらの者を代理して本権利放棄/免責合意書に署名を行う法的権限を保有するものであることを

表明し、これを保証するものとします。私は、本イベントへの参加登録手続を行うことによって、本合意書の条件及び条項

がすべての登録者に対して平等に適用されるものであることに同意するものとします。また、私は、13 歳未満の子供の登

録手続を行う場合は、当該登録の目的の為に本イベントの主催者が規定するそれらの子供の情報を収集することに同

意するものとします。 

 

私は、本イベント参加料の払戻し及び譲渡が不可能であることを理解しています。私は、本イベントの写真、ビデオテープ、

動画、ウェブサイト上の画像若しくは映像、録音、録画、又はその他の記録を使用する許可を上述したすべての被免責

者に与えるものとします。 

出場者は、ここに受諾の意を表明することによって、本権利放棄/免責合意書を精読したものであること、また、記載され

た条件及び条項を完全に理解したものであることを認めたものと見做されます。出場者は訴権を含む自身の実質的権利

の行使を本合意書の下に放棄するものとします。出場者は、自身の意思に従い、本合意書に自発的に署名を行うもの

であること、また、本合意書の条件及び条項を受諾することによって、被免責者が有する可能性のある法的責任の一切

を法律の許容する最大限の範囲にて完全且つ無条件に免除するものであることを認めるものとします。 

私は、この申込書が電子的手段によって提出された場合には、本権利放棄/免責合意書に含まれる条件及び条項の一

切に対する私の同意を構成するものであることを認め、これに同意するものとします。 

 

 



By indicating your acceptance, you understand, agree, warrant and covenant as follows: 

 

I understand that participating in this event is potentially hazardous, and that I should not enter and 

participate unless I am medically able and properly trained.  In consideration of the acceptance of this 

entry, I assume full and complete responsibility for any injury or accident which may occur while I am 

traveling to or from the event, during the event, or while I am on the premises of the event.  I also am 

aware of and assume all risks associated with participating in this event, including but not limited to falls, 

contact with other participants, effect of weather, traffic and conditions of the road.  I, for myself and 

my heirs and executors, hereby waive, release and forever discharge The Maui Marathon, Valley Isle 

Road Runners Association, Kaanapali Resort Association, County of Maui, State of Hawaii, sponsors, 

Road Runners Club of America, promoters, I Am Athlete, LLC ("imATHLETE"), SportsWare, Inc. and each 

of their agents, representatives, successors and assigns, and all other persons associated with the event, 

for all of my liabilities, claims, actions, or damages that I may have against them arising out of or in any 

way connected with my participation in this event. 

 

RELAY TEAM ADDITIONAL WAIVER 

Having read this waiver and knowing these facts in and consideration of your accepting this entry, I AM 

A CAPTAIN/COORDINATOR REGISTERING AN ENTIRE TEAM, I represent that I have been authorized by 

my teammates to execute this Release on their behalf as their agent, and my signature constitutes 

acceptance of this Release by me and by the other participants on my team. I (we) further agree to fully 

defend, indemnify, and hold harmless the Maui Marathon and Released Parties regarding any claims by 

my teammates, waive and release the Valley Isle Road Runners Association, The County of Maui, The 

State of Hawaii, Road Runners Club of America, and all sponsors and their representatives and 

successors, for all claims or liabilities of any kind arising out my participation of this event. Further, I (we) 

give permission to Valley Isle Road Runners to record and use my (our) image, voice and name for 

publication and distribution. 

 

I understand that this waiver includes any claims, whether caused by negligence, the action or inaction 

of any of the above parties, or otherwise. 

 

If I am registering a child under the age of 18 or an incapacitated adult I represent and warrant that I am 

the parent or legal guardian of that party and have the legal authority to enter into this agreement on 

their behalf and by proceeding with this event registration, I agree that the terms of this Agreement and 

Waiver shall apply equally to all Registered Parties. By registering a child under 13, I agree and consent 

to the collection of that child's information which you provide for the purposes of registration. 

 

 



I understand that the entry fee is non-refundable and non-transferable.  I hereby grant full permission to 

any and all of the above parties to use any photographs, videotapes, motion pictures, website images, 

recordings or any other record of this event. 

BY INDICATING YOUR ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT AND WAIVER, YOU ARE AFFIRMING THAT YOU 

HAVE READ AND UNDERSTAND THIS AGREEMENT AND WAIVER AND FULLY UNDERSTAND ITS TERMS.  

YOU UNDERSTAND THAT YOU ARE GIVING UP SUBSTANTIAL RIGHTS, INCLUDING THE RIGHT TO SUE.  

YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU ARE SIGNING THE AGREEMENT AND WAIVER FREELY AND VOLUNTARILY, 

AND INTEND BY YOUR ACCEPTANCE TO BE A COMPLETE AND UNCONDITIONAL RELEASE OF ALL 

LIABILITY TO THE GREATEST EXTENT ALLOWED BY LAW. 

I (we) AGREE that electronic submission of this application constitutes agreement to all the terms of this 

waiver and release statement. 

 

Signature                                                                                    Date 

 

____________________________________                     _______________________________ 
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