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　大会の参加は、保護者の承認のもと、個人参加という形をとっていますので、事故などの一切
の責任は保護者にあることをご承知ください。

　参加児童の負傷等につきましては、各自で対応してください。救急病院などの照会はしますが、
それ以外の責任は主催・主管者ともに一切負いません。

　大会直前には健康診断を受け、体調を把握してください。また、大会当日の体調はチーム責任
者（監督等）に連絡し、事故のないようにしてください。

　大会参加のための諸費用は各自で負担してください。（交通費・食糧費等）

大阪市小学生バレーボール連盟
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上記の者、下記の事項を承認の上、今大会に参加します。
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