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＊承諾

＊記録

＊宿泊

＊送迎

主催 ：エコ・ジャーニークラブ

開催日：２０

距離：約３１

参加募集人数

制限時間：７

エントリー料

（参加記念品，ｽﾎﾟｰﾂ

＊申込み締切：

コース：スタート＆

  パノラマ新道

参加資格：自身で健康管理ができて、

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、

ウルトラマラソンを理解して参加者自身が

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。

スケジュール

月２４日（土

１７：３０～

１８：３０～

４月２５日（日

 ５：００  

１２：００ 

     大会後打上げ

申し込み：下記の承諾

して下さい。3

  ＊振込みの際は、氏名、大会名

ゆうちょ銀行

郵便振替払込取扱票

134-0083 東京都江戸川区中葛西

＊メールアドレス：

承諾事項：（１）

（２）

（３）

記録表：大会一ヶ月後頃までに全員の一覧表を送付

宿泊申込み・案内・問合せ：

＊送迎：なし（釜谷地区は各民宿が送迎、宿泊申込み時に宿泊先に依頼して下さい）

第７回

：エコ・ジャーニークラブ

２０２１年４月

１km （親子の部

人数：１００名

７時間（親子の部４時間）

エントリー料： ７，５００

，ｽﾎﾟｰﾂ傷害保険

：２０２１年

スタート＆ゴール

パノラマ新道の後、

自身で健康管理ができて、

を余裕で楽しめる人

エコ・ジャーニークラブは、

ウルトラマラソンを理解して参加者自身が

「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。 

スケジュール： 

土） 

～１８：３０

～       

日） 

        

      

大会後打上げ

下記の承諾事項を同意された上で

3 月 24 日までに参加費用をお振込下さい。

＊振込みの際は、氏名、大会名

銀行 ０一九店（ゼロイチキュウ店）

払込取扱票 

東京都江戸川区中葛西

＊メールアドレス： info@eco

（１）事故、怪我、紛失に際し応急措置以外の責任は負いません。

（２）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。

（３）自然災害、事故、事件等による大会の中止の場合、又はお支払い後の取り消しは

参加費

：大会一ヶ月後頃までに全員の一覧表を送付

申込み・案内・問合せ：

：なし（釜谷地区は各民宿が送迎、宿泊申込み時に宿泊先に依頼して下さい）

回 粟島一周

：エコ・ジャーニークラブ＆

月２５日（日

（親子の部 12km､南回道時計回り）

名 

（親子の部４時間）

７，５００円 

傷害保険，ｴｲﾄﾞの飲食費を含む）

年３月２４日

ゴール 内浦地区（

、北回道－南回道を時計回り

自身で健康管理ができて、

を余裕で楽しめる人 

エコ・ジャーニークラブは、

ウルトラマラソンを理解して参加者自身が

「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

０ 選手受付、競技説明

    決起大会

    スタート

       競技終了

大会後打上げ（希望者２，５００円）

事項を同意された上で

日までに参加費用をお振込下さい。

＊振込みの際は、氏名、大会名

０一九店（ゼロイチキュウ店）

 ００１３０－７－４０７２４８

東京都江戸川区中葛西 1

info@eco-journey.org

事故、怪我、紛失に際し応急措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、又はお支払い後の取り消しは

参加費等の返金は致しません。

：大会一ヶ月後頃までに全員の一覧表を送付

申込み・案内・問合せ：粟島観光協会（

：なし（釜谷地区は各民宿が送迎、宿泊申込み時に宿泊先に依頼して下さい）

一周エコマラソン

＆粟島マラソン実行委員会

日） 

､南回道時計回り）

（親子の部４時間） 

の飲食費を含む）

日 

内浦地区（漁火温泉

北回道－南回道を時計回り

自身で健康管理ができて、粟島の自然

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

「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 

選手受付、競技説明

決起大会 

スタート（親子の部スタートは８：００）

競技終了（制限時間７時間

（希望者２，５００円）

事項を同意された上で、「

日までに参加費用をお振込下さい。

＊振込みの際は、氏名、大会名の記入をお

０一九店（ゼロイチキュウ店）

００１３０－７－４０７２４８

1-31-4-107 

journey.org ホームページ：

事故、怪我、紛失に際し応急措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、又はお支払い後の取り消しは

の返金は致しません。

：大会一ヶ月後頃までに全員の一覧表を送付

島観光協会（TEL

：なし（釜谷地区は各民宿が送迎、宿泊申込み時に宿泊先に依頼して下さい）

マラソン〈後援：

粟島マラソン実行委員会

､南回道時計回り）） 

の飲食費を含む） 

漁火温泉） 

北回道－南回道を時計回り 

島の自然 

 

自己主催 

「自然と人との出会いを楽しむ」をコンセプトに、 

 

選手受付、競技説明会 

（親子の部スタートは８：００）

（制限時間７時間、親子の部４時間

（希望者２，５００円） 

、「web で申込み」、又は

日までに参加費用をお振込下さい。（振込終了を以て参加確定とします。）

をお忘れなく。

０一九店（ゼロイチキュウ店）振替口座 

００１３０－７－４０７２４８ エコ・ジャーニーマラソン

 ｴｺ･ｼﾞｬｰﾆｰｸﾗﾌﾞ大会事務局

ホームページ：http://eco

事故、怪我、紛失に際し応急措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、又はお支払い後の取り消しは

の返金は致しません。 

：大会一ヶ月後頃までに全員の一覧表を送付します。

TEL 0254-55-

：なし（釜谷地区は各民宿が送迎、宿泊申込み時に宿泊先に依頼して下さい）

〈後援：粟島浦村

粟島マラソン実行委員会 

（親子の部スタートは８：００）

、親子の部４時間

で申込み」、又は

（振込終了を以て参加確定とします。）

。 

 ０４０７２４８

エコ・ジャーニーマラソン

ｴｺ･ｼﾞｬｰﾆｰｸﾗﾌﾞ大会事務局

TEL&FAX

http://eco-journey.org

事故、怪我、紛失に際し応急措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、又はお支払い後の取り消しは

します。 

-2146 、FAX

：なし（釜谷地区は各民宿が送迎、宿泊申込み時に宿泊先に依頼して下さい）

粟島浦村、粟島観光協会

（親子の部スタートは８：００） 

、親子の部４時間） 

で申込み」、又は下記「参加申込書

（振込終了を以て参加確定とします。）

０４０７２４８ エコ・ジャーニーマラソン

エコ・ジャーニーマラソン

ｴｺ･ｼﾞｬｰﾆｰｸﾗﾌﾞ大会事務局 粟島一周

TEL&FAX：03-3688

journey.org 

事故、怪我、紛失に際し応急措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、又はお支払い後の取り消しは

FAX 0254-55

：なし（釜谷地区は各民宿が送迎、宿泊申込み時に宿泊先に依頼して下さい）

 

、粟島観光協会〉 

参加申込書を事務局まで

（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

エコ・ジャーニーマラソン 

島一周マラソン

3688-6814 

  

 

自然災害、事故、事件等による大会の中止の場合、又はお支払い後の取り消しは

55-2323 ） 

：なし（釜谷地区は各民宿が送迎、宿泊申込み時に宿泊先に依頼して下さい） 

 

事務局まで送付」

 

エコ・ジャーニーマラソン

マラソン係 

自然災害、事故、事件等による大会の中止の場合、又はお支払い後の取り消しは、 

 

送付」

エコ・ジャーニーマラソン 



『第７回 粟島一周エコマラソン』 

＜ 参 加 申 込 書 ＞ 

 

宿 泊 ：事務局は宿泊の取り纏めはしませんので、下記の施設へお申込み下さい。 

     ４月２５日のスタート時の朝食は、各施設で承っております。 

記 

内 容 代 金 備  考 

１．粟島一周エコマラソン 31km ７，５００円 参加（する・しない） 

２．親子の部 12km（大人 1 名、小学生 2 名まで） 

    ＊中学生以上は大人料金です。 

７，５００円 大人    名 

子供    名 

３．４月２５日（日）打上げ（希望者） ２，５００円 

１，５００円 

 大人    名 

 子供    名 

４．４月２４日（土）宿泊（１泊２食付、相部屋） 

＊相部屋以外の希望のお部屋はご相談下さい。 

＊参加者各自で右記の施設へ直接お申込み下さい。 

＊交通手段の確定後、宿泊施設へ連絡して下さい。 

＊宿泊代金は、当日各自でお支払い下さい。 

 ７，７００円 

 

（子供： 

 ６，６００円） 

0254-55-2146 

粟島観光協会 

島内各民宿 

 

＊宿泊約款 

キャンセル料（３日前から前日の解約２０％）（当日の解約５０％）（不泊１００％） 

（船舶等の公共運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由により契約を解除

しても違約金は戴きません） 

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 

氏 名 

 生年月日 

年齢・性別 

   年   月   日 

   才（男・女） 

 

所 属 

 緊急連絡先 

電話番号 

 

 

住 所 

〒 

 

 

 

e-mail： 

 

電話番号 

 

（大会当日の） 

携帯電話番号 

 

＊必要個所に記入及び○印をして、参加申込書を下記事務局まで郵送して下さい。 

＊〒134-0083 東京都江戸川区中葛西 1-31-4-107 

エコ・ジャーニークラブ事務局 粟島一周係（TEL＆FAX：０３－３６８８－６８１４） 

＊ 参加費用（１，２，３の合計金額）を，下記にて振込みして下さい。 

ゆうちょ銀行 ０一九店（ゼロイチキュウ店）振替口座 ０４０７２４８ エコ・ジャーニーマラソン 

郵便振替払込取扱票 ００１３０－７－４０７２４８ エコ・ジャーニーマラソン 

 


