ᇹᲮᲱׅʋ߸ǸȥȋǢȆȋǹᢠೌ˱˟ٻჄʖᢠ
ᲢψμଐஜǸȥȋǢȆȋǹᢠೌ ʋ߸؏עʖᢠ ˱ჄʖᢠᲣ

 ͵ ᙲ ᲢᲫᲲৗˌɦȷᲫᲰৗˌɦᲣ


ᲫᲨɼ  ͵
ᲬᲨɼ  ሥ
ᲭᲨπ  ᛐ
ᲮᲨࢸ  ੲ
ᲯᲨ  ଐ
      
      
ᲰᲨ˟  ئ
ᲱᲨᆔ  Ⴘ
      
ᲲᲨӋь













˱ჄȆȋǹң˟
˱ჄȆȋǹң˟ǸȥȋǢۀՃ˟
πᝠ ଐஜȆȋǹң˟
ʋ߸Ȇȋǹң˟Ŵ˱Ⴤ᭗ሁܖఄ˳ᏋᡲႱ  
ᲫᲲৗˌɦ ʖᢠ ˋԧᲬ࠰ᲮஉᲫଐᲢ൦ᲣᲬଐᲢஙᲣ
      ஜ ˋԧᲬ࠰ᲮஉᲭଐᲢᲣᲮଐᲢםᲣ   ʖͳଐᲴᲮஉᲯଐᲢଐᲣ
ᲫᲰৗˌɦ ˋԧᲬ࠰ᲮஉᲬଐᲢஙᲣᲭଐᲢᲣ     ʖͳଐᲴᲮஉᲮଐᲢםᲣ
5#)# ǵȳȩǤǺȑȸǯࡊྶئŴ˱ჄᇌౕπטȆȋǹǳȸȈᲢჿλǓʴᑮᲣ
ᲫᲲৗˌɦဏȷ ڡǷȳǰȫǹȷȀȖȫǹᲢᲬ࠰ ᲫஉᲫଐˌᨀЈဃᎍᲣ
ᲫᲰৗˌɦဏȷ ڡǷȳǰȫǹȷȀȖȫǹᲢᲮ࠰ ᲫஉᲫଐˌᨀЈဃᎍᲣ
ଐஜቔǛஊƠŴ˱ჄȆȋǹң˟ьႱ˳ׇޓᎍᲢˬƠŴٳʴưஜ͵˟ٻИଐǛឪໜƱƠƯŴ
ᢅӊࡽƖዓƖ  Ǳஉˌɥଐஜƴ˰נƠƯƍǔᎍƸƜƷᨂǓưƸƳƍᲣ
ᲳᲨᚾӳ૾ඥ  ᲶǷȳǰȫǹᲸ ʖᢠȷஜ 4᳸3( ӏƼˮൿƸ  ᴖᴇᴜᴧᴇᴙᲢ ᴑᴶᴈᴩᴍᴈᴱࢸᴘᴊᴤᴶᴲᴈᴐᲣ
ஜ 5(᳸ ᴖᴇᴜᴧᴇᴙᲢ ᴑᴶᴈᴩᴍᴈᴱࢸᴘᴊᴤᴶᴲᴈᴐᲣ                   
        ᲶȀȖȫǹᲸ   ʖᢠȷஜ ᲫᴖᴇᴜᴧᴇᴙᲢ ᴑᴶᴈᴩᴍᴈᴱࢸᴘᴊᴤᴶᴲᴈᴐᲣ
 ᴑᴶᴈᴩኳʕࢸŴᴙᴂᴵᴔᴶᴒᴈᴜƷᨥƷ˞কƸƋǓǇƤǜŵ
Შ̅
 ဇ
 ྶ
   ȀȳȭȃȗȕǩȸȈ
ᲨӋ
 ь
 ૰
    Ƿȳǰȫǹ Ძʴ ᲬᲰᲪᲪόᲢӋь૰  όᲥᴴᴵᴒᴊᴵСࡇ  όᲣ
ȀȖȫǹᲢᲫኵᲣ ᲬᲰᲪᲪόᲢӋь૰  όᲥᴴᴵᴒᴊᴵСࡇ  όᲣ
        ᲤˬƠŴᲫᲲৗȷᲫᲰৗˌɦʖᢠЈئᎍƸǷȳǰȫǹ Ძʴ ᲫᲰᲪᲪό
         ȀȖȫǹ Ძኵ ᲫᲰᲪᲪόᲢஜЈئᎍƸᡙьЎǛƓૅƍɦƞƍᲣ
Შဎᡂᙲ᪸  ဎᡂዸЏᲴˋԧᲬ࠰ ᲭஉᲰଐᲢᲣ
   ဎᡂ૾ඥᲴŦᣁᡛȷ᳀᳒ƷئӳŦ
ܭƷဎᡂဇኡᲢң˟᳂ǑǓλƠƯƘƩƞƍᲣƴ࣏ᙲʙǛᚡλƠŴɦᚡܮƴᣁᡛǇƨƸ᳀᳒Ǜ
ᡛ̮ƠƯɦƞƍŵ᳀᳒ဎᡂƷئӳƸŴ࣏ƣƓᩓᛅưဎᡂბ̮ƷᄩᛐǛƓᫍƍᐲƠǇƢŵ
ˎȉȭȸƸ࢘ң˟᳂ưႆᘙᐲƠǇƢŵ
Ŧ'/CKN ƷئӳŦ
ܭƷဎᡂǈဇኡᲢң˟ *2 ǑǓλƠƯɦƞƍᲣƴ࣏ᙲʙǛλщƷɥŴɦᚡƷǢȉȬǹǁᡛ̮ᲢˑӸ
ƴ˟ٻӸǛλщᲣƠƯƘƩƞƍŵᡛӖ̮ƴǑǔȈȩȖȫ᧸ഥƷໝŴဎᡂӖ̮ᄩᛐࢸŴᡉ̮ƍƨƠǇƢƷ
ưŴဎᡂƷ፻ଐǇưƴŴң˟ǑǓᡉ̮ƕƳƍئӳƸŴƝᡲዂƘƩƞƍŵˎȉȭȸƸ࢘ң˟᳂ưႆᘙᐲƠǇƢŵ
   ဎ ᡂ
 έ
 ᲴƄ ˱ࠊଐƷЈʚɠႸᲫဪᲫᲫӭ˱ჄǹȝȸȄ˟ϋ
        ˱ჄȆȋǹң˟
žʋ߸ ,T Ⴤʖᢠſ
̞ '/CKNOCKN"UCICVGPPKUEQO(#: 
    Ფ˱ჄʖᢠƴӋьƢǔᢠƸμՃŴ,2+0 ႇƕ࣏ᙲưƢŵКኡӷॖǛ˟ٻӖ˄ƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ
ᲨƦ Ʒ ˂    ͅټƦƷ˂ƷྸဌƴǑǓ˟ٻᙲƷϋܾǛ٭ƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
  ǷȳǰȫǹȷȀȖȫǹɲᆔႸƴЈئƢǔئӳŴ࠰ˋƷီƳǔᆔКƴƸဎᡂǈưƖǇƤǜŵ
ǇƨٶჄƴǇƨƕƬƯဎƠᡂǈƸưƖǇƤǜŵ
ᲢɲᆔႸƱǋӷɟჄƷʖᢠƴӋьƢǔƜƱŵ
Უ
 ʋ߸˟ٻƸŴʖᢠӋьᆔႸƱӷɟᆔႸƴӋьƢǔƜƱŵ
          ዸЏǓࢸƷూೌƴƭƍƯƸӋь૰ƷᡉҲƸᐲƠǇƤǜŵ
                 ӲᐯŴͻܹ̬ᨖƴьλƷƜƱŵ
  ˟ٻᚡӏƼ˟ٻ᧓ɶƴɼ͵ᎍƕજࢨƠƨѣဒӏƼ᩺ഥဒƴƭƍƯŴƦƷೌМƸμƯɼ͵ᎍ
ƴ࠙ޓƢǔƜƱƱƠǇƢŵǇƨң˟ƕᛐǊƨೞ᧙Ტңឃ˟ᅈȷૼᎥᅈȷ્ᡛޅሁᲣƕ̅ဇƢǔ
ƜƱƕƋǓǇƢŵ
                  ஜ˟ٻဎᡂƴᚡ᠍ƍƨƩƖǇƢ̾ʴऴإƴƭƖǇƠƯƸŴ࠰ᱫؕแƷᄩᛐӏƼ˟ٻƴ᧙ǘǔ
ᜂᡲዂƴ̅ဇƍƨƠǇƢƱƱǋƴŴ൞ӸŴ࠰ᱫޓƴƭƖǇƠƯƸ˟ٻȗȭǰȩȠƴਫ਼᠍ᐲƠ
ǇƢŵ൞ӸŴޓƴƭƖǇƠƯƸȩȳǭȳǰਫ਼᠍ƴπᐲƠǇƢŵƴ˟ٻƷᚡƱƠƯஜң
˟Ʒऴإኡǁਫ਼᠍ƞƤƯƍƨƩƘƜƱǋƋǓǇƢŵݵŴƦƷ˂Ʒ̾ʴऴإƴƭƖǇƠƯƸŴஜ
ʴƷӷॖǛࢽǔƜƱƳƘᇹɤᎍƴ੩̓ᐲƠǇƤǜŵ

ᇹᲮ ׅʋ߸ǸȥȋǢȆȋǹᢠೌ˱ ˟ٻჄʖᢠ
ᲢψμଐஜǸȥȋǢȆȋǹᢠೌʋ߸؏עʖᢠ˱ჄʖᢠᲣ

 ͵ ᙲ ᲢᲫᲮৗˌɦȷᲫᲬৗˌɦᲣ


ᲫᲨɼ  ͵
ᲬᲨɼ  ሥ
ᲭᲨπ  ᛐ
ᲮᲨࢸ  ੲ
ᲯᲨ  ଐ
ᲰᲨ˟  ئ
ᲱᲨᆔ  Ⴘ
      
ᲲᲨӋь











˱ჄȆȋǹң˟
˱ჄȆȋǹң˟ǸȥȋǢۀՃ˟
πᝠ ଐஜȆȋǹң˟
ʋ߸Ȇȋǹң˟
ˋԧᲬ࠰ ᲮஉᲮଐᲢםᲣᲯଐᲢଐᲣ  ʖͳଐᲴᲮஉ ᲫଐᲢםᲣ
5#)# ǵȳȩǤǺȑȸǯࡊྶئŴ˱ჄᇌౕπטȆȋǹǳȸȈᲢჿλǓʴᑮᲣ
 ৗˌɦဏȷ ڡǷȳǰȫǹȷȀȖȫǹᲢᲰ࠰ ᲫஉᲫଐˌᨀЈဃᎍᲣ
 ৗˌɦဏȷ ڡǷȳǰȫǹȷȀȖȫǹᲢᲲ࠰ ᲫஉᲫଐˌᨀЈဃᎍᲣ
ଐஜቔǛஊƠŴ˱ჄȆȋǹң˟ьႱ˳ׇޓᎍᲢˬƠŴٳʴưஜ͵˟ٻИଐǛឪໜ
ƱƠƯŴᢅӊࡽƖዓƖ  Ǳஉˌɥଐஜƴ˰נƠƯƍǔᎍƸƜƷᨂǓưƸƳƍᲣ
ᲳᲨᚾӳ૾ඥ  ᲶǷȳǰȫǹᲸʖᢠȷஜ 4᳸3( ӏƼˮൿƸ  ᴖᴇᴜᴧᴇᴙᲢ ᴑᴶᴈᴩᴍᴈᴱࢸᴘᴊᴤᴶᴲᴈᴐᲣ
᳸ ˮൿܭƸ  ᴑᴶᴈᴩέӕŵஜ 5(᳸ ǻȃȈȞȃȁᲢ ᴑᴶᴈᴩᴍᴈᴱࢸᴘᴊᴤᴶᴲᴈᴐᲣ    
        ᲶȀȖȫǹᲸ ʖᢠȷஜ ᲫᴖᴇᴜᴧᴇᴙᲢ ᴑᴶᴈᴩᴍᴈᴱࢸᴘᴊᴤᴶᴲᴈᴐᲣ
 ᴑᴶᴈᴩኳʕࢸŴᴙᴂᴵᴔᴶᴒᴈᴜƷᨥƷ˞কƸƋǓǇƤǜŵ
Შ̅
 ဇ
 ྶ  ȀȳȭȃȗȕǩȸȈ
ᲨӋ
 ь
 ૰   Ƿȳǰȫǹ Ძʴ ᲬᲰᲪᲪόᲢӋь૰  όᲥᴴᴵᴒᴊᴵСࡇ  όᲣ       
ȀȖȫǹ Ძኵ ᲬᲰᲪᲪόᲢӋь૰  όᲥᴴᴵᴒᴊᴵСࡇ  όᲣ

Შဎᡂᙲ᪸  ဎᡂዸЏᲴˋԧᲬ࠰ ᲭஉᲰଐᲢᲣ
   ဎᡂ૾ඥᲴ Ŧᣁᡛȷ᳀᳒ƷئӳŦ
ܭƷဎᡂဇኡᲢң˟᳂ǑǓλƠƯƘƩƞƍᲣƴ࣏ᙲʙǛᚡλƠŴɦᚡܮƴᣁᡛǇƨƸ᳀᳒Ǜ
ᡛ̮ƠƯɦƞƍŵ᳀᳒ဎᡂƷئӳƸŴ࣏ƣƓᩓᛅưဎᡂბ̮ƷᄩᛐǛƓᫍƍᐲƠǇƢŵ
ˎȉȭȸƸ࢘ң˟᳂ưႆᘙᐲƠǇƢŵ
Ŧ'/CKN ƷئӳŦ
ܭƷဎᡂǈဇኡᲢң˟ *2 ǑǓλƠƯɦƞƍᲣƴ࣏ᙲʙǛλщƷɥŴɦᚡƷǢȉȬǹǁᡛ̮ ˑӸ
ƴ˟ٻӸǛλщ ƠƯƘƩƞƍŵᡛӖ̮ƴǑǔȈȩȖȫ᧸ഥƷໝŴဎᡂӖ̮ᄩᛐࢸŴᡉ̮ƍƨƠǇƢƷ
ưŴဎᡂƷ፻ଐǇưƴŴң˟ǑǓᡉ̮ƕƳƍئӳƸŴƝᡲዂƘƩƞƍŵ
ˎȉȭȸƸ࢘ң˟᳂ưႆᘙᐲƠǇƢŵ
   ဎ ᡂ
 έᲴƄ ˱ࠊଐƷЈʚɠႸᲫဪᲫᲫӭ˱ჄǹȝȸȄ˟ϋ
        ˱ჄȆȋǹң˟žʋ߸ ,T Ⴤʖᢠſ̞ '/CKNOCKN"UCICVGPPKUEQO 
(#:
Ფ˱ჄʖᢠƴӋьƢǔᢠƸμՃŴ,2+0 ႇƕ࣏ᙲưƢŵКኡӷॖǛ˟ٻӖ˄ƴ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ


ᲨƦ Ʒ ˂   ͅټƦƷ˂ƷྸဌƴǑǓ˟ٻᙲƷϋܾǛ٭ƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
 ǷȳǰȫǹȷȀȖȫǹɲᆔႸƴЈئƢǔئӳŴ࠰ˋƷီƳǔᆔКƴƸဎᡂǈưƖǇƤǜŵ
ǇƨٶჄƴǇƨƕƬƯဎƠᡂǈƸưƖǇƤǜŵ
ᲢɲᆔႸƱǋӷɟჄƷʖᢠƴӋьƢǔƜƱŵ
Უ
 ʋ߸˟ٻƸŴʖᢠӋьᆔႸƱӷɟᆔႸƴӋьƢǔƜƱŵ
         ዸЏǓࢸƷూೌƴƭƍƯƸӋь૰ƷᡉҲƸᐲƠǇƤǜŵ
                ӲᐯŴͻܹ̬ᨖƴьλƷƜƱŵ
         ஜ˟ٻƷኽௐǑǓǸȥȋǢȪȸǰӏƼȈȬǻȳȡȳȐȸ ࢍ҄ਦܭᢠ ǛᢠᎋƠǇƢŵ
  ˟ٻᚡӏƼ˟ٻ᧓ɶƴɼ͵ᎍƕજࢨƠƨѣဒӏƼ᩺ഥဒƴƭƍƯŴ
ƦƷೌМƸμƯɼ
͵ᎍƴ࠙ޓƢǔƜƱƱƠǇƢŵǇƨң˟ƕᛐǊƨೞ᧙Ტңឃ˟ᅈȷૼᎥᅈȷ્ᡛޅሁᲣ
ƕ̅ဇƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
                  ஜ˟ٻဎᡂƴᚡ᠍ƍƨƩƖǇƢ̾ʴऴإƴƭƖǇƠƯƸŴ࠰ᱫؕแƷᄩᛐӏƼ˟ٻƴ᧙
ǘǔᜂᡲዂƴ̅ဇƍƨƠǇƢƱƱǋƴŴ൞ӸŴ࠰ᱫޓƴƭƖǇƠƯƸ˟ٻȗȭǰȩȠ
ƴਫ਼᠍ᐲƠǇƢŵ൞ӸŴޓƴƭƖǇƠƯƸȩȳǭȳǰਫ਼᠍ƴπᐲƠǇƢŵƴ˟ٻ
ƷᚡƱƠƯஜң˟Ʒऴإኡǁਫ਼᠍ƞƤƯƍƨƩƘƜƱǋƋǓǇƢŵݵŴƦƷ˂Ʒ̾ʴ
ऴإƴƭƖǇƠƯƸŴஜʴƷӷॖǛࢽǔƜƱƳƘᇹɤᎍƴ੩̓ᐲƠǇƤǜŵ

㸦Ⓩ㘓᭩ᘧ㸯㸧

బ㈡┴ࢸࢽࢫ༠
ࢪࣗࢽ㑅ᡭⓏ㘓⏦㎸᭩㸦ྠព᭩㸧

⚾ࡣ㸪ୗグࡢྛつ⣙ࡢෆᐜࢆ༑ศ⌮ゎࡋࡓୖ࡛㸪బ㈡┴ࢸࢽࢫ༠Ⓩ㘓ࡋࡲࡍࠋ

ձబ㈡┴ࢸࢽࢫ༠ࢪࣗࢽ㑅ᡭⓏ㘓つ⛬
ղబ㈡┴ࢸࢽࢫ༠ಶேሗಖㆤ᪉㔪



  ᖺ   ᭶   ᪥


ᡤᒓᅋయ
 





              

ͤబ㈡┴ࢸࢽࢫ༠Ⓩ㘓ᅋయ࣭ࢡࣛࣈྡࡍࡿ


 㸦ࡩࡾࡀ࡞㸧


  㑅ᡭྡ                   ᛶู ⏨࣭ዪ




㑅ᡭ⏕ᖺ᭶᪥   すᬺ     ᖺ     ᭶    ᪥



ᅾ⡠Ꮫᰯ            ᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯ࣭㧗➼Ꮫᰯ
                  ࠐ༳࡛ᅖࡴ


⌧ఫᡤ ࠛ                       



      ࣓࣮ࣝࢻࣞࢫ                     
      ͤ㹈㹒㸿ࡽሗࡢ㓄ಙࡀ࠶ࡿሙྜࡢ㏦ಙඛࢻࣞࢫࢆグ㍕ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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௨  ୖ

（登録書式２）
公益財団法人日本テニス協会

御中

同意書
私、
【親権者氏名】

（以下「甲」
）

は、
【20 歳未満の競技者】

の親権者として、甲を含む公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構（以下、
「JADA」
）
に
加盟している競技団体に登録するすべての競技者に、世界アンチ・ドーピング規程、
国際基準、及び日本アンチ・ドーピング規程（以下「日本アンチ・ドーピング規程等」
といいます。
）が適用されることを理解します。
更に、JADA ウェブサイト http://www.playtruejapan.org/の『U20 未成年同意書』
にて日本アンチ・ドーピング規程等を含むドーピング検査やその後の検体の分析、結果
の管理その他の日本アンチ・ドーピング規程等において定められる一連の手続（以下「ド
―ピング・コントロール手続」といいます。）等について説明しているすべての内容を
熟読し、理解し、甲へ当該内容を指導した上で、甲がドーピング検査の対象となり、採
取検体の種類を問わずドーピング検査を受けることに同意し、ドーピング・コントロー
ル手続に服することに対して異議を申し述べません。また、日本アンチ・ドーピング規
程等が随時更新されることも理解します。
本同意は、甲が満 20 歳となるまで有効とし、本人が 20 歳になるまでの間に親権者
が私以外にかわった場合には遅滞なく私から 貴連盟（機構、協会） に通知し、新たな親
権者から同意を得ることを誓約します。 なお、ドーピング・コントロール手続におい
ては、2015 年 1 月 1 日に効力発生予定
の日本アンチ・ドーピング規程等で定義されている通り、18 歳未満を未成年（Minor）
として扱うものとし、18 歳、19 歳については、原則として、成人と同様の手続にてド
ーピング検査をはじめとするドーピング・コントロール手続が実施される旨も理解いた
しました。
2020 年
月
日
【親権者】
住所：
自署：

印

上記内容について確認致しました。
【競技者】
（甲）
住所：
自署：
生年月日：（西暦）

印
年

月

日

※当書面に記載された個人情報は、ドーピング・コントロール手続目的以外では使用いたし
ません。

