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テリーフォッタス・ラン札幌 2018
「 走 り出 せ ば 夢 は 叶 う 」

日時/2018年 10月 14日 (日 )
9:00  受  付

9:30 開 会 式

10:00 ス ター ト

11:30 お た の しみ 抽 選 会

11:45 閉 会 式

ネット申込ノ
/http://terryfoxrun口 sapporo.jpn.org

募金は、日本、世界のがん研究機関に寄附されます。
A‖ proceeds and g00dwi‖ contribuJons vvi‖ be donated to the Terry Fox Foundalon for cancer research

場   所/幌平橋下 豊平川河川敷右岸 (豊平区側 )

種   目/1,000m・ 3km・ 5km・ 10km

参 カロ費/無 料

主 催/北海道テリーフォックスラン実行委員会
TEL 011‐ 676-7878

後 援/作 AC北海道 テリーフォックス財団 (カ ナダ)北 海道カナダ協会

北海道インターナショナルスクール リトル トゥリー 北海道銀行
カナダ大使館/カ ナダ政府札幌通商事務所 在札幌カナダ名誉領事館

札幌市 札幌市教育委員会 北斗徽章l■ l

THE TERRY FOX
FOUNDAT:ON
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00 am   Registration

30 am  Opening ceremony

00 am   Run starts

30 am   Raffles

45 am   Closing ceremony

場   所

種   目

参 加 費

参 加 条 件

銀行振込

北海道銀行 本店営業部

普通預金 口座番号 101-3167402

北海道カナダ協会テリーフオツクス・ラン・イン札幌

※北海道銀行窓口、または AttMか らの振込手数料は無料です。

当日持参

3,000円 以上の寄付により記念Tシャツを1枚差し上げます(2枚目か

らは2,000円 )利益は全てがん研究に寄付されます

※大会当日申し込み分の記念 Tシャツは在庫に限りがございます。

ご希望の方は 9/21までにエントリーしてください。

幌平橋下 豊平川河川敷右岸 (豊平区側)

1, 000メ ー トリレ、3km、 5km、 10km
無料 (寄付は自由)

健康な方、車椅子、ベビーカーも可

北海道テリーフオツクス・ラン実行委員会

作 AC北海道、テリーフォツクス財団 (カ ナダ)、

Jヒ海道カナダ協会、北海道インターナショナルスクール、

リトルトゥリー、北海道銀行、カナダ大使館/カ ナダ政府

札幌通商事務所、在札幌カナダ名誉領事館、札幌市、

札幌市教育委員会、北斗徽章閉

Location:Horohirabashi,Toyohira RIverside Tra‖

Options:1,000m/3km/5km/10km

Participation Fee:The Runis FREE,but we kindly ask for

donations in the amount of your choice

Qua‖ fications:Anyone in good health Wheelchairs and stro‖ ers

are weicome

Organizer:Hokkaido Terry Fox Run Commttee

SupportersI Saku AC,Terry Fox Foundation,Hokkaido Canada

Society,Hokkaido international School,Little Tree English School,

Hokkaido Bank,Embassy of Canada/Canadian Government Trade

Office,Sapporo,Honorary Consulate of Canada in Sapporo,City of

Sapporo,Sapporo Bcard of Education,Hokkaido Shimbun Press

1)Bank deposit prior to the event:

Hokkaido Bank,Head Office

Bank Account Numberi 101-3167402

swrt cOde:HKDB」 PJT

Payee:Hokkaldo― Canada Society,Terry Fox Run in Sapporo

2)Pay on the Run day

Commemorative T‐ shirts wi‖ be available for 3000 yen atthe event

A second T―shirt can be purchased for 2,000 yen

AIl proceeds、 ハ′Hl be donated to cancer research

Stock is limited so please orderin advance

催

援

主

後

2)

1958年7月 28日、マニトバ州ウイニペグで生まれ、バンクーバー近郊のポートコキットラムで育つ。サイモンフレーザー

大学の学生で、バスケットボール部で活躍していた1977年 、右ひざの痛みで医者にかかつたところ、骨肉腫であることが

判明。右足を切断した後、がん研究資金を募るために、1980年4月 12日、ニューフアウンドランド州のセント・ジョンズから

「希望のマラソン」(Marathon of Hope)を 開始した。鉄のような固い意志で、カナダを横断してバンクーバー島のポート

レンフリューを目指し、義足をつけて毎日フルマラソンと同じ42kmを 走り続けた。目標は完走と100万ドルの募金を集め

ることだつた。メディアで知つた国民は感動し、一緒に走る子供や車椅子の人々、道路脇で彼に応援の募金を渡す人々の

輪が広がつていく。しかし、143日 目の9月 1日 5,373kmを走つたところで、癌の肺への転移のためオンタリオ州サンダー

ベイ付近でマラソンを断念し入院。1981年6月 28日、23回目の誕生日を1カ月後にひかえ、テリーは22歳の若さでこの

世を去つた。

彼の遺志を継ぎ1981年 9月 以来毎年、がん研究資金を募るチヤリテイイベント「Terry Fox Run」 が世界中で開催され

ている。2004年にカナダ放送協会が実施した「偉大なカナダ人」の調査でトミー・ダグラスに次いで2位に選ばれた。

2005年 、挑戦25周年記念 1ドル硬貨が発行された。また、イギリスの歌手ロツド・スチュワートはテリーに捧げる"Never

Give∪ p On A Dream"を 歌つている。

(ウィキペデイア日本語版より)



南 1条大橋

7 5km折 り返 し地点&給水所

MINAM11」 O BRIDGE
7 5km Turn ng Po nt&water Stalon
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北海道札幌市においては2014年 よりカナダ関係者有志が集まり実行委員会が組織され、テリーフォックスラン札幌が開催されている。当初80数名だつ

た参加者は、好評を博し規模の拡大を続け 2017年には400名以上が参加。カナダ大使館・カナダ政府札幌通商事務所も後援団体となつているが運

営はすべて善意のボランティアの手による。集められた寄付金はテリーフォックス財団を通じて世

界の最新のがん治療研究施設等に供与されており実際に多くの新しい治験や治療に役立てられて

いる。2016年の札幌ランでは集められた寄付金 621,716円全額が財団の承認を受け「北海道

大学産学地域協働推進機構フード&メデイカルイノベーション推進本部難治性疾患治療部門田村保 デ

明研究講座」に寄付された。他の大会とは異なり参加が無料のほかゼッケンも使用せず、タイム

測定も行なわないチャリテイランのため、規定により商業色が極力排除されているが、国内外協賛

企業・各団体からのサポート提供や医療団体からの支援の申し出も増え続け、全国的にも認知度

が増し注目を集めるチャリテイランとなつている。

幌平橋下 豊平川右岸
HOROHIRA BRIDGE EAStt SIDE
Registration Area/START/GOAL

地下鉄幌平橋駅

Subway HOrohra Bash stn

500m折 り返 し地 点

500m Turn ng Po nt

fo「 1 000m Runners

1 5km折 り返 し地点

1 5km Turn ng PO ntfor 3km Runners

ミュンヘン大橋

2 5km折 り返 し地点&給水所

MUNICH 8RIDGE

2 5km Turnmg Po nt&water Stalon

for 5km&10km Runners

2017年 10月 8日 の本L幌ラン風景



Wednesday August 1 5th Friday October 1 2th

8月 15日 (水)-10月 12日 (金 )

※大会Tシヤツをご希望の場合は 9月

lf you need commemorative T‐ shirts,

21日までにエントリーをお願いします。

please register by September 21st

①ネット申込 http//terryfoxrun‐ sapporo.jpnttorg
OR/ま たは

FAX REGiSttRA丁 10N

② FAX申 込 011‐676‐5588

※記載された内容は、本大会の運営以外の目的に使用することはあり

ません。

※本大会への申し込みをもつて、下記に同意したものとみなします。

1 私および私の法定相続人,遺言執行者,遺産管理人は、私の当該

ラン参加に際して、この事業の実行に起因して死亡を含むいかなる

ケガ・病気を私が被つたとしても、主催者およびそれらを構成する

実行委員会、実行委員会を構成する各団体、それらの代理人、代表者、

事業の継承者および被譲渡者、テリーフォックス財団、ボランティ

アなど全ての関係者に対するいかなる賠償請求権・補償請求権を放

棄し、免責の権利を与えることを承諾します。

2 私は大会中に記録された私の写真・映像等が、主催者の広報の目

的に限つて報酬なしで使用される可能性があることを理解し、同意

するものとします。

〒064-0801札幌市中央区南 1条西 27丁目1-1 マルヤマクラス

2階アシックスショツプ本L幌内

北海道テリーフォックス・ラン実行委員会事務局 担当 :作田徹

丁el:011‐ 676‐7878

Emall:sapporo.terryfoxrun@gma‖.com

HP:http://terryfoxrun‐ sapporo.jpn.org

Facebook:www,facebook,oom/TheTerryFoxFoundation

AH information prOvided vvi‖ be strictly confidential and、ハ′ill be

used solely by the Terry Fox Run Committee only for registration

and to provide information about next year's run

By submitting your app‖ cation,you agree to the terms and

conditions belovv

l ln consideration of your accepting this entry,I hereby,for

myself,my heirs,executors and administrators,waive and

release any and a‖ the organizers hOlding this event,their

agents,representatives,successors and assigns,for any and a‖

injuries suffered by me at this Event

2 1 hereby understand and approve ofthe possibility of the use of

my images recorded during the Run with the linnited objective of

the Organizer's public relations

Mr Toru Sakuta

c/o ASICS Shop,2nd fioor Maruyama Class,1-l South l

West 27,Chuo― ku,SapOoro 064-0801

NAME
氏名

ADDRESS
住所

TELEPHONE
電話番号

EMAIL

メール

DONAT10N

募金方法
□銀行振込 Bank deposl金 額

□当日持参 Pay on the run sle

躙
円 振込名義

T SHIRT

丁シャツ

3L身丈 77cm

in length

LL身丈 74cm
in length

L身丈 71cm
in length

M身丈 68om
in length

S身丈 65cm
in length

SS身丈 62cm
in length

QTY

枚

QTY

枚

QTY

枚

QTY

枚

QTY

枚

QTY

枚

DiSTANCE

距離 □1,000m□3km□ 5km□ 10km
AGE
年齢

BLOOD TYPE
血液型
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