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SPOFEST in OKINAWA-スポフェスイン沖縄-大会規約 
 

＜大会規約＞ 

大会参加の際は、本大会規約、その他主催者側が定める各種規約や各競技のルールを、承諾・遵守してください。 

【1】健康管理について 

（1）当日、参加者の健康上の理由から主催者側の判断により参加を棄権いただく場合がございます。 

（2）主催者側が設けたすべての規約、規則、指示を順守し、個人の責任において安全管理、健康管理に十分注意をはらい大会に参加し、万一、体調などに

異常が生じた場合は、速やかに競技を中止する事を承諾したこととします。 

（3）参加者の健康状態は、最近 1 年間の医師の健康診断の結果、健康であることが確認されており、大会の参加に問題がないこととします。また、特異体

質や既往症などにより、大会医療班が緊急医療のために知っておいてほしいことがある場合は、事前に主催者に書面で申告ください。なお、大会主催者から

の要請があれば、健康診断書または負荷心電図証明書など必要な書類を提出いただく場合があります。 

【2】移動に関して 

（1）各会場への移動には、バス等の公共交通機関をご利用ください。また、公共交通機関の遅延や、道路混雑等を理由としての大会参加料金の返金には応

じられません。 

（2）各会場までの交通費および会場間移動に要する交通費は参加者の自己負担となります。 

（3）お車でお越しの参加者は、公共の駐車場をご利用ください。 

【3】保険に関して 

（1）参加者は、申込手続完了をもって以下の主催者の定める保険に加入することとなります。（保険料は参加料金に含まれています。） 

○傷害保険 

死亡・後遺障害 300 万円／入院保険金日額 3,000 円／通院保険金日額 2,000 円 

※上記の補償額で不十分とお考えの方は、各自で傷害保険にご加入ください。 

（2）競技・付帯イベント開催中に関わる怪我および事故に対し主催者側は応急処置を行い、その後加入保険の範囲にて補償を行います。応急処置の内容に

ついて、参加者は後日異議を述べないものとします。後遺症が発生し、あるいは死亡した場合においても、参加者に対する補償は大会主催者が契約している

保険の範囲内となります。 

【4】運営に関して 

（1）やむを得ない事態（地震、天災および急激な天候の変化、その他の大会の継続・運営が困難またはそのおそれがある事態）により、大会事務局におい

て大会の内容の変更・中止等の判断をさせていただく場合があります。 その場合には、都度、大会ホームページ（http://spofest.o-mm.jp）、またはチーム

の代表者へ直接連絡等、大会事務局が適切と判断する方法において通知いたします。また、大会ホームページにて、大会内容の変更・中止、その他連絡事項

を発表する場合、企業名・団体名、個人名が表示される場合がございます。参加者は、これらについてあらかじめ承諾されたものとします。 

（2）競技中、主催者により競技続行に支障があると診断された場合、競技中止勧告をすることがあります。 

（3）大会会場が不安定な要素の多い野外、あるいは施設などの広い範囲に特設されるため緊急時の救護あるいは対応に支障をきたす可能性が高いことを承

諾したものとします。 

（4）参加者は気象状況の悪化および競技環境の不良等、主催者の責に帰すべからざる事由により、大会が中止となった場合、また競技内容に変更があった

場合、さらには競技用具の紛失、破損等により、競技あるいは競技参加に支障が生じた場合においても、主催者に対してその責任を追及しないこととします。 

（5）大会期間中の暴力行為、暴言、ヤジ、通行の妨げその他一般人または参加者の迷惑になる行為、あるいは本大会の運営に支障を生じさせる行為は一切

禁止いたします。 

（6）参加者が持込まれたゴミ等は各自の責任の下、お持ち帰りください。 

【5】免責 

（1）大会期間中ご自身の貴重品等は、自己管理にてお願いいたします。貴重品等の盗難または紛失に関して、大会運営関係者（主催者、事務局等）は一切

責任を負いませんのでご留意ください。 

（2）各会場への移動中の事故、事件、紛争、地震および風水害等については、大会運営関係者（主催者、事務局等）は一切責任を負いませんのでご留意く

ださい。 

（3）参加者は、競技中及び付帯行事の開催中に負傷した場合、また、これらに基づいた後遺症が発生した場合、あるいは死亡した場合においても、その原

因の如何を問わず、大会に関わるすべての関係者に対する責任の一切を免除することとします。 

【6】準拠法および合意管轄 

（1） 本大会は、日本国内の関連するすべての法令を遵守し実施されるものとします。 

【7】規約の変更 

（1） 本規約は予告なく変更することがあります。 

（2） 本規約以外のことについては、スポフェスイン沖縄競技要項および大会主催者に従い解決することを承諾したものとします。 

 

＜申込規約＞ 

下記の注意事項をよくお読みになり、了承の上お申し込みください。 

１． お申し込みについて 

・健康に留意の上、自己責任においてお申し込みください。 

・参加申込は、団体情報、代表者情報、チーム名が必要となります。申込の方が、団体以外の方は、代表者情報、チーム名のみで結構です。最低人数

を割らないように、お申込みください。 

・参加資格は、お支払いが完了した時点の先着順で決定されます。このため、参加登録締め切り間近にお申込みをされる場合、参加資格が得られず、

キャンセル待ちとなる場合があります。 

・同一人物による重複申し込みはできません。 

・未成年者（大会当日初日時点で 20歳未満の方）が本大会競技に参加される場合には、お申込みの際に親権者の同意が必要となります。本大会に参加

を希望される未成年者は、本大会規約の内容を親権者に十分にご理解いただき、未成年者競技参加同意書に親権者の署名・捺印いただいたうえ、本大

会申込先にご郵送、または、大会当日各競技会場大会受付へご持参下さい。本同意書にご記入いただいた個人情報は、本大会のプライバシーポリシー

に基づき、本大会のお申込手続きおよび、本大会遂行における確認のためのみ使用し、それ以外の用途には使用いたしません。本同意書の記載事項に

関するお問合せ等は大会事務局までお願いいたします。また、６０歳以上の参加者がいる場合にはそのご家族に同意を得てご参加ください。 

・大会への応募書類のすべての記載事項が真実かつ正確であることとします。 

２． 参加登録締め切りについて 

・申込手続きの締切日は、大会ホームページ・大会チラシをご確認ください。 

・定員に達した際には、大会ホームページ上にてお知らせいたします。 
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３． 参加案内について 

・大会最終案内書は開催２週間前にダウンロード形式で取得できます。お申込みの際にご登録された代表者の E-mail 宛てにダウンロードの開始を通知

致しますので、公式ホームページより各自ダウンロードしてください。 

・お客様都合による E-mail の変更や環境不良によりメールが確認できないなどの事象については、主催者は責任を負いません。 

払戻手続き 

・申込手続き完了後に参加競技のキャンセルがある場合、お電話またはメールにて大会事務局へご連絡を下さい。お電話またはメール受領後、大会事

務局よりお電話またはメールにて手続きに関してご説明及び、キャンセル手続きを行います。 

・参加申し込み後のキャンセルによる払い戻しは、一切行いません。 

４． 登録申込内容の変更 

・参加競技・参加人数の変更は、お申し込み後は一切お応えできません。増員による追加申し込み、減員に伴う返金は一切いたしません。 

・なお、参加者名簿は大会当日受付にて提出いただきますので、受付時間までに確定してください。名簿提出後の変更は不可とします。 

大会参加受付について 

・各競技会場受付にて、事前に登録している代表者の方で受付をお願い致します。その際、全員分の ID、大会プログラム、記念品をお渡し致します。 

５． 交通アクセス・駐車場 

・会場までは、公共機関または、各自レンタカー・自家用車等での移動をお願いいたします。 

・各競技会場は駐車スペースに限りがございます。お車の場合は、出来るだけ相乗りでお越しください。 

６． 参加お断りについて 

・参加者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、参加をお断りさせていただく場合があります。 

・その他、本大会への参加がふさわしくないと主催者側が判断した場合、参加をお断りいたします。 

７． 肖像権について 

・参加者は、本大会中、当事務局又は当事務局が認めた物により自己の肖像を撮影される場合があります。また、本大会のＰＲのため撮影された自己

の肖像を含む本大会中の映像・画像又はそれらを利用した記事・記録・企業名・団体名等は、テレビ・新聞・雑誌・インターネット・パンフレットそ

の他の各種広告物・報道・メディアにおいて掲載又は利用される場合があります。これらの映像・画像等の使用および利用権は主催者に帰属いたしま

す。参加者は、これらについてあらかじめ承諾されたものとします。 

・大会事務局が、本大会において参加者を被写体とした静止画・動画の撮影を行い、撮影された静止画・動画を沖縄県及び（一財）沖縄観光コンベン

ションビューロー等が行う、本大会の広報や沖縄のスポーツシーンを伝えるイメージ写真として、TV、新聞、雑誌、Web サイト、Web 広告、パンフレッ

ト、ポスター等に掲載することを認めます。 

・参加者の個人情報や肖像の取扱いにつきましては、「プライバシーポリシー」をご確認ください。 

１０．大会結果について 

・本大会に関わる全ての媒体に、企業名・団体名、個人名にて大会結果・順位を掲載することを同意したものとみなします。 

スポフェスイン沖縄大会公式ホームページ URL：http://spofest.o-mm.jp 

大会事務局 

住所：〒900-8602 沖縄県那覇市松尾 1-2-3 松尾ビル３階 

 スポフェスイン沖縄事務局 ／ OTS MICE MANAGEMENT 株式会社 内 

 電話番号：098-864-2580 E-mail：spofest@o-mm.jp Facebook：[スポフェスイン沖縄]で検索 

 

＜特定商取引法による表示＞ 

「スポフェスイン沖縄」(以下「本大会」)は「特定商取引に関する法律」に基づき、以下の通り明示します。 

【事業者および責任者】 

事業者名称：OTS MICE MANAGEMENT 株式会社 

責任者：東 良和  所在地：沖縄県那覇市松尾 1-2-3 松尾ビル 3 階 

【お問い合わせ】本大会に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。 

お問い合わせ先：スポフェスイン沖縄事務局 ／ OTS MICE MANAGEMENT株式会社 内 

電話番号：070-3803-2772 受付時間：平日 10 時～16 時（土日祝日は定休） メールでのお問い合わせ：spofest@o-mm.jp 

【お申込み方法】 

      大会チラシ（裏面）をご確認の上、申し込み専用サイトにてお申込みください。 

お申込は先着順となります。 

大会規約、競技ルール（競技要項）はホームページにて必ず事前にご確認をお願いします。 

※インターネット環境のない場合は大会事務局に直接お問い合わせください。 

【参加料金】スポフェス参加費 おひとり様 大人 2000 円（税別）子供（小学生以下）1000 円（税別） 

リレーマラソン、ボウリング、eスポーツ、大縄跳び、ウォーターサバゲー、アジャタ（スポーツ玉入れ） 

 

【商品代金以外の必要料金】 

銀行振込で参加料金をお支払の場合、振込手数料は参加者ご本人様のご負担となります。 

【支払方法と支払期限】 

   ■クレジットカード決済 お申込み完了後に受信するメールに記載されたご案内をご確認ください。 

■銀行振込 大会運営事務局が指定する銀行口座にお振込いただきます。 

【申込期限】 

申込最終締切日は大会ホームページ・大会チラシをご確認ください。 

【大会参加の確定】 

大会参加登録は、①専用 WEB サイトより、団体情報および代表者の情報、参加競技の選択および参加人数を入力後申し込みを行う。②大会事務局の案

内によるお支払い方法で参加料のお支払いをしていただき、③大会事務局側で入金確認後、大会参加確定となります。 

【大会最終案内】 

■申込手続き完了後，大会最終案内書は開催２週間前に WEB サイトよりダウンロードをいただきご利用ください。お申込みの際にご登録された代表者

の Email にダウンロードの開始の通知をいたします。最終案内書の通り、参加当日は各競技受付にお越しください。 

  

【参加者数の制限】 

参加料金のお支払い順に参加登録を確定させていただきます。競技種目により参加者数の制限がありますので、参加料金をお支払いいただいても、参

加登録が確定されない場合があります。この場合、大会運営事務局よりその旨を参加申込者様または参加申込団体代表者様へご連絡し、参加料金を返

金いたします。 
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【変更及び取消】 

お客様の都合による参加登録確定後の変更およびお取消の場合、理由の如何を問わず、参加費及び手数料の払い戻しは行いません。あらかじめご了承

ください。※特定商取引法の通信販売においては、クーリングオフ制度は適用されませんので予めご了承ください。 

【大会中止・延期】 

(1)参加者側の都合による申込手続完了後のキャンセル・変更等に伴う大会参加料金の返金は行いません。あらかじめご了承ください。 

(2)やむを得ない事態（地震、天災又は、急激な天候の変化その他本大会の継続・運営が困難又はそのおそれがある事態）により、大会事務局におい

て本大会の内容の変更・中止等の判断をさせていただいた場合、大会参加料金の返金は一切行いません。あらかじめご了承ください。 

【参加条件の制限】 

■同一人物による重複申込はできません。（e スポーツの２種目のみ、重複申し込みが可能です。） 

■未成年者 (大会当日初日時点で 20歳未満の方)が本大会に参加される場合には、お申込みの際に、親権者の同意が必要になります。本同意書の記載

事項に関するお問い合わせ等は大会事務局までお願いいたします。予めご了承ください。 

 

 

＜プライバシーポリシー＞ 

▲個人情報の取扱について 

当社は、当大会がお客様個人に関する情報（以下「個人情報」といいます）を取り扱うにあたり、管理責任者を置き、その管理責任者に適切な管理を

行わせております。 

お客様から、お客様の個人情報を収集させていただく場合は、収集目的、お客様に対する当社の窓口、当社がお客様の個人情報を提供する会社の範囲

等を通知したうえで、必要な範囲の個人情報を収集させていただきます。 

当大会は、お客様より収集させていただいた個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、お客様の承諾を得た会社以外の第三者に

提供、開示等一切いたしません。 

1. 法令等により開示が求められた場合。 

2. 個人識別ができない状態で開示する場合。 

3. お問い合わせ内容が、弊社以外の第三者（例えば、宿泊・利用施設や商品供給先の企業等）が直接回答するのが適当と判断できる場合。 

4. 懸賞応募時等の個人情報について、あらかじめ当社又はアライアンス各社との間で機密保持契約を結んでいるパートナー企業（業務委託先）に開

示する場合。 

5. お客様の同意を得た場合。 

6. お客様及び公衆の生命、健康、財産などに重大な損害が発生することを防止する為に必要な場合。 

当大会が、上記 4.におけるお客様の承諾に基づき個人情報を提供する会社には、お客様の個人情報を漏洩や再提供等しないよう、契約により義務づ

け、適切な管理を実施させております。 

当大会は、どのようなサービスがお客様に好まれているかを判断するために、アクセスログの集計を行います。ただし、アクセスログはあくまでも統

計的データとして用いるものであり、お客様の個人情報と結びつけることはありません。 

弊社が、お客さまから自己の情報について開示、確認、訂正、削除等を求められた場合は、合理的な期間内にこれに対応いたします。 

当大会は、当大会が保有する個人情報に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、上記各項における取り組みを適宜見直し、改善していきま

す。 

▲個人情報保護に関する考え方及び方針 

１．個人情報の適切な取り扱いに関する事項 

①取得する個人情報の利用目的 

生存する個人を識別することが出来る情報のすべてについて、お客様との間の連絡のために利用させていただく他、お客様がお申し込みいただいた商

品において運送・施設等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続き（以下「手配」といいます）に必要な範囲内で利用さ

せていただきます。 

個人情報：氏名、住所、性別、生年月日、年齢、会社情報、職業、国籍、メールアドレス、今回の商品申込の目的・申し込みの内容・開催日・国内の

連絡先（住所・氏名・電話番号・FAX番号等）・銀行口座番号（返金が発生した場合）、お客様の評価情報、看護日誌等に記載されたお客様の情報等。 

②その他、当社では将来よりよい商品の開発のためのマーケット分析や当社の商品のご案内をお客様にお届けするためにお客様の個人情報を利用させ

ていただくことがあります。 

２．当社は個人情報の保護に関する法律（平成 17 年 4 月 1 日施行）を遵守いたします。 

３．当社は個人情報の安全管理措置に関し組織体制を整備し、規定等の整備とその運用をふまえ有事対策の策定をいたします。 

４．当社はコンプライアンスプログラムの継続的な改善に努力していきます。 

５．当社が保有するお客様の個人データの開示、その内容の訂正、追加、利用停止等、もしくは第三者への提供の停止をご希望の方は、お申し込みの

窓口までお申し出ください。その際、請求された方がご本人であることを確認させていただいたうえで、法令及び当社社内規定に従い遅滞なく必要な

措置をとらせていただきます。なお、ご希望の全部又は一部に応じられない場合は、その理由を説明いたします。 

当社個人情報保護管理部署 

OTS MICE MANAGEMENT 株式会社  住所 沖縄県那覇市松尾 1-2-３ 松尾ビル３階 Tel：098-864-2580 

お客様におかれましては当社宣言をご理解いただき、今後とも当社をご利用たまわりたくお願い申し上げます。(注) OTS MICE MANAGEMENT 株式会社

は以上の方針を改定することがあります。その場合は当ホームページでご案内させていただきます。 

▲個人情報保護に関する制限事項 

平成 17 年 4 月 1 日個人情報保護法案執行に伴い、従来お受けしていた以下の問い合わせについてはお答えしかねますので何卒ご容赦願います。 

・本人以外の申し込み、申し込み状況等の確認 

・本人以外の連絡先（例：本籍、住所、電話番号、e-mail アドレス等） 

個人情報の所有権は本人にあり、当社は本人からの許諾に基づき許諾の範囲で個人情報の利用権を持つのみであります。 

 

SPOFEST in OKINAWA-スポフェスイン沖縄-大会規約 施行日および改定日 

2019 年 11 月 30 日 施行 ／ 2019 年 11 月 25 日 改定 

 ・本人以外の申込み及び支払等の閲覧 
 ・本人以外の申込み歴に対する問い合わせ等 


