纂 感1爾 AI黄冬 ‐ 爾 1轟 八丈 富1士 工検 警ジ ャー ニ ー マ テ ソン
(後 援

:八 丈町・ 八丈町教育委員会)

*主 催 :エ コ・ ジ ャーニー クラブ
*開 催 日 :2014年 3月 15日

(土 )

*距 離 :67.3h&八 丈富士
*参 加許可人数 :100名
*制 限時間 :11時 間
*エ ン トリー料 :9,500円
記念 品・ ス ポー ツ傷害保険
(参 カロ
大会 中 の飲食費 を含 む )

*コ ース :<ス ター ト・ ゴール >三 根小学校 グラ ン ド

*参 加資格

:自 身 で健 康管理 が 出来 て 、

人丈島 の 自然 と歴 史 を余裕 で楽 しめる人.
*大 会理念 :エ コ・ ジ ャーニー クラブは、エ コ・ ウル トラマ ラソンを理解 して参加者 自身が 自己主催 し「 自然
と人 との 出会 い を楽 しむ 」を コンセプ トに、自然 を保護 し 自己責任 で行 動す ることが基本 の集 ま
りです。

)16:00〜 18:00選 手受付・ 競技説 明会
18:00〜 決起大会
15日 (土 )当 日受付 5:00〜 5:30 ス ター ト6:00
ゴール 後温泉送迎順次
ゴール 制 限時間 17:00
打上 げ 18:30(希 望者 )
の 3回
:3月 14日 (金 )八 丈 島空港 8:35/12:25/16:40着
八丈 島港
9:30着 の 1回
16日 (日 )人 丈 島空港 9:05発 の 1回 (そ の他 の便 は ご相談下 さい)
八丈 島港 10:10発 の 1回

*ス ケジ ュール :3月 14日

*送 迎

(金

*申 込み :下 記 の誓約事項 を同意 された上で別紙 <参 加 申込書 >に 記入 し、事務局 までお 申込み
下 さい。 2月 15日 (土 )ま でに参加 費用 を払込取扱票 に よ りお振込下 さい。
(振 込終了を以て参加確 定 とします。)
エ コ・ ジ ャーニーマ ラ ソン
郵便 振替 00130‑7‑407248
〒134・ 0083 東京江戸川区中葛西 1‐ 31‐ 4‐ 107 エコ・ジャーニー クラブ大会事務局

TEL&FAX03‐ 3688‐ 6814
ホームペー ジ :賦節教籠蛹 剛翻 圏 翻 軒 e‐ ma■

*誓 約事項

鍵

:1、 事故、怪我、紛失に際 して応急措 置以外 の責任 は負 いません。
2、
3、

名前、年齢、性別 の虚偽事項 が判明次第参加 を取 り消 します。
自然災害、事故、事件等に よる大会 の中止の場合、又 はお支払 い後 のお取 り
消 しは参加費 の返金は致 しません。

*記 録書 :大 会一 ヶ月後まで全員 の一覧表 を郵送 します。

̲

*宿 泊申込み・ 案 内・ 問い合わせ :人 丈島観光協会 :TEL04996‐ 2・ 1377:FAX04996… 2‐ 2573
*送 迎 :参 加者各 自の来島交通手段及び到着時間 を申込み先に申告 して下 さい。

