
毎年、ご好評頂いておりますケンジントン・メトロパークでのマラソン大会の季節がやってまいりました。
マラソンの他に、今年も数々のゲームを企画しておりますので、皆さん奮って参加願います。

1．開催日時
2018年5月13日 (日)　8:30～14:30 （7:30AM受付開始。競技参加者は8:30AMまでに受付を完了して下さい）
開催情報 ⇒ http://www.jbsd.org/ja/home/Default.aspx    当日6:00に開催情報を更新！

2．場所
ケンジントンメトロパーク (Kensington Metropark)内 ピクニックエリア-W  (裏面地図をご参照下さい)
駐車場は、Maple Beach駐車場をご利用下さい。入口開放時間帯は7:00～9:30 (出口は常時開放)、それ以降は他の駐車場をご利用下さい。

3．内容
マラソン競技参加者全員に記念品、マラソン入賞者には賞状とメダル、各種ゲームにも様々な賞品を用意しております。

4．参加費用
マラソン競技・各種ゲームは無料。
お弁当は一食 $7で事前の申込みが必要です。 (ちなみにお弁当は$10相当の内容です)

5．申込方法
・ 「参加申込書」と「ウェーバー」を4月27日（金）必着でE-mail もしくは郵送で送付ください。
　尚、E-mailでの申込時に受付完了等の返信はいたしませんのでご了承ください。（個別質問対応は可）

・ お弁当を申し込まれる方は、チェックの宛先をPayable to:「JBSD」としたうえで、下記宛先まで郵送にて送付ください
<< 送付先 >> Koji Iwaya (岩屋　孝治)

Toyota Boshoku America
28000 West Park Drive Novi, MI  48377
Email :  jbsd.marathon2018@gmail.com

6．その他
・ 駐車場には限りがありますので、乗り合わせでの来場にご協力下さい。 別途 公園入場料 ($10/車) が必要です。
・ マラソン競技参加者へは競技終了後、ミネラルウォーターを1本/人お渡しします。
・ お弁当は4月30日（月）以降のキャンセル・返金は受け付けておりませんのでご了承下さい。
　　 雨天中止の際には Toyota Boshoku America, INC. (裏面地図参照)にてお弁当を配布いたします。
・お弁当の配布時間は､１１：００～１１：３０です。(8.4マイル出場者は競技終了後に配布します。)
・お弁当の空箱/その他のゴミについては、各自で持ち帰って頂きますよう、ご協力お願いします。
・マラソンコースは一般の方も利用されます。原則、一般利用者優先とし、ゆずり合いの精神で事故防止にご協力ください。
・コース内でのベビーカーの使用は禁止します。
・熱中症予防として帽子着用等の暑さ対策をお願いします。
・不明点等ございましたら以下の問い合わせ先までご連絡ください。
<< 問い合わせ先>> Koji Iwaya (岩屋　孝治)

Email :  jbsd.marathon2018@gmail.com
TEL :  248-309-2912
FAX : 248-349-4605

性別
（下記対象項目に レ チェック願います）

① 氏名 

代表者

応援同行者数 お弁当申し込み数 代表者電話番号 備考欄（必要に応じてご記入下さい）

人 食
<<最後に記入漏れがないか確認をお願いします。>>

□氏名にふりがなは記入されましたか　□学年、性別に○をしましたか　□参加種目をチェック（レ）記入しましたか
□伴走での参加者は、お子様氏名を記入されましたか
□WAIVERは記入されましたか　□応援同行者数記入にご協力おねがいします。（参加集計用）
□お弁当のお申込み忘れはないですか
1. 参加者欄が足りない場合は本紙をコピーして2枚目として下さい。その際、応援同行者数、お弁当申込み数 は1枚目のみにご記入下さい。　

2. 応援同行者はマラソン参加者以外の同行者の人数をご記入下さい。参加総人数の集計にご協力下さい。

3. 伴走は主に低学年のお子さんの単独参加に不安がある場合のサポート目的の参加方法です。一緒に走るお子さんの名前をご記入下さい。

4. 参加者(伴走者含む)は「ウェーバー」を忘れずに ご記入下さい。

5. お弁当引換券を、マラソン受付時に代表者にお渡しいたします。

（ふりがな） □１マイル　　□１マイル伴走
□２マイル　　□２マイル伴走
□３マイル　　□湖畔一周（８.４マイル）

⑤ 氏名 

未就学児　　小学生（1 ・2 ・3 ・4 ・5 ・6）
中学生（1 ・2 ・3）　　
一般（18歳未満／18歳以上）

男・女

（ふりがな） □１マイル　　□１マイル伴走
□２マイル　　□２マイル伴走
□３マイル　　□湖畔一周（８.４マイル）

④ 氏名 

未就学児　　小学生（1 ・2 ・3 ・4 ・5 ・6）
中学生（1 ・2 ・3）　　
一般（18歳未満／18歳以上）

男・女

（ふりがな） 未就学児　　小学生（1 ・2 ・3 ・4 ・5 ・6）
中学生（1 ・2 ・3）　　
一般（18歳未満／18歳以上）

男・女
□１マイル　　□１マイル伴走
□２マイル　　□２マイル伴走
□３マイル　　□湖畔一周（８.４マイル）

③ 氏名 

（ふりがな） 未就学児　　小学生（1 ・2 ・3 ・4 ・5 ・6）
中学生（1 ・2 ・3）　　
一般（18歳未満／18歳以上）

男・女
□１マイル　　□１マイル伴走
□２マイル　　□２マイル伴走
□３マイル　　□湖畔一周（８.４マイル）

② 氏名 

お子様 氏名
（ふりがな） □１マイル　　□１マイル伴走

□２マイル　　□２マイル伴走
□３マイル　　□湖畔一周（８.４マイル）

未就学児　　小学生（1 ・2 ・3 ・4 ・5 ・6）
中学生（1 ・2 ・3）　　
一般（18歳未満／18歳以上）

男・女
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マラソン参加者 氏名
学年等 参加種目 伴走での参加

（下記対象項目を ○ で囲んでください）

開始時間 7:30 8 :30 9 :15 9 :20 9 :40 10 :15 10 :15 10 :45 12 :00 13 :00 13 :20

マラソン ゲーム ゲーム 閉会式 サイコロ

２マイル ３マイル ８.4マイル （第1部） （第2部） 表彰式 ゲーム

注意事項

対象者

１マイル
イベント内容 マラソン受付 開会式

事前申込み 不要

参加者全員

事前申し込み 要時間厳守

小学3年以下
男

小学3年以下
女

小学4-6年生
男/女

中学生/一般
各、男/女

中学生以上
男/女

自由参加



開催場所地図 
＝雨天中止時のお弁当配布場所について＝ 
 
雨天中止の場合、お弁当を下記の場所で配布します。 
当日11:00～12:00に受け取りをお願いします。 
 
場所：Toyota Boshoku America, INC. 駐車場 
          28000 West Park Drive Novi, MI 48377 
 
連絡先（携帯電話） 
   TBA     岩屋  248-309-2912 
  TBA     西出  248-924-4148 
   AISIN     上原  734-325-0671 
   MRDA    杉浦  734-973-4459 
   DENSO    小林  248-761-3307 
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雨天 大会中止時 

12 mile Rd. 
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ピクニックエリア -W (○印位置) 

 Maple Beach駐車場 (○印位置) 
入口開放時間 7:00～9:30 

I-96 
EXIT 

I-96 
EXIT 
151 

Kensington Metropark  
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