第

3回 奥 多摩周遊 エ コ・ ジ ャー ニー 99k m

2013年 7月 20日 (J午 前 5時 スター ト24時 間以内ゴール
0主 催 :エ コ・ ジ ャーニー クラブ
0開 催 日 :2013年 7月 20日 (D〜
21日 (日 )
○距

離

こ

:99h頭 制限 24時 間)

○参加許可人数 :100名

:24時 間

○制 限時間

Oエ ン トリー料 :9,500円

ヽ
・
洋∵ヽ

(仮 眠所、エ イ ド飲食 、記念 品、

スポー ツ傷書保 険費用 を含 む)

0コ ー ス :青 梅駅 前〜青梅 丘 陵ハ イ キ ン グ

‐

コース 〜榎 峠 〜軍畑 〜青梅街道

・

1奮

;

〜渓谷遊歩道沢井〜奥多摩氷川〜奥多摩むか しみち〜水根奥多摩湖 〜峰谷端・ 深山橋〜奥多摩周遊道路〜
檜原都民の森駐車場 〜数馬 〜檜原街道〜■J:1乗 〜桧原村役場〜十里木〜武蔵 五 日市釈〜秋川街道〜かや く
ば〜住江町〜青梅駅前

0参 加資格

:

① 自身で健康管理ができて、奥多摩 の 自然 を余裕で楽 しめる人
② 過去 2年 以内に、70km以 上のウル トラマ ラソン完走、またはフル マ ラソン 5時 間以内完走の実績がある人
、あるいは大会事務局がそれに相 当す る走力 を持 つてい ると認めた人
○大会理念

:

エ コ・ ジャーニー クラプは、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「 自然人 との出会 い を楽
しむJ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。
○ スケ ジュール

:

7月 19日 (ω ス ター ト前夜、青梅駅付近 に仮眠所 を用意 しています。夕食 &朝 食は各 自で調達 のこ と

20日 (Dス ター ト5:00 関門 :都 民 の森駐車場 (6 0LE地 点)18:30
21日 (日 )ゴ ール 制限 5:00 ゴール後 21日 〜22日 午前中まで、青梅駅付近 に仮眠所 を用意 しています。

O集

合 :当 日青梅駅前受付 4:00、 コー ス説明 4:30〜

○申 し込み :下 記 の誓約事項を同意 された上で別紙く参加 申込書>に 記入 し、事務局まで申込み下 さい。
6月 19日 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 つて参加確定 とします、
郵便振替

00130‑7‑407248

〒134‐ 0083 東京都江戸川 区中葛西

エ コ・ ジャーニーマ ラソン
1‐

31‐ 4・

107

エ コ・ ジ ャーニー クラブ大会事務局

TELaFAX 03‐ 3688・ 6814 ホームページ :http:/Feco‐ lowne■ org
e‐

ェdHd

い∞づ釧口鵬ぃOFg

0誓 約事項 :1、
2、
3、

事故、怪我、紛失 に際 し応急処置以外 の責任 は負いません。
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。

※配布す る 125000縮 尺 の地図により走行 して くだ さい。 コー ス誘導・ 表示は基本的 にあ りません
※記録証 :大 会― ヶ月後頃までに全員 の一覧表 を郵送 します。

