
＊スケジュール

＊誘導・表示

＊荷物：

＊申し込み

から

＊振込み

＊ゆうちょ銀行

郵便振替払込取扱票

＊住所：〒

＊メールアドレス：

＊承諾

＊記録

第

まりです。

スケジュール

9 月 18

9 月 20

＊誘導・表示：

＊荷物：走行中の荷物は全て自分で担

申し込み：下記の承諾

から Web 申込み

振込み：事務局から確定連絡を受領した後

ゆうちょ銀行

郵便振替払込取扱票

＊住所：〒134-

＊メールアドレス：

承諾事項：（１）

（２）

（３）

記録書：大会一ヶ月後頃までに全員の一覧表を送付

第１６回 

まりです。 

スケジュール：9 月 17 日（

受付 16：

18 日（土）当日受付

0 日（月）ゴール制限時間

ﾎﾃﾙより 11

：配布する地図により走行して

走行中の荷物は全て自分で担

：下記の承諾事項を同意された上で

申込み下さい。 

事務局から確定連絡を受領した後

ゆうちょ銀行 ０一九店（ゼロイチキュウ店）

郵便振替払込取扱票 ００１３０－７－４０７２４８

-0083 東京都江戸川区中葛西

＊メールアドレス： kabai2001

（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

 佐渡島一周エコ・ジャーニーウルトラ遠足２０

日（金）両津港

：00、説明会

）当日受付 5:00

）ゴール制限時間

11：00 の１回

配布する地図により走行して

走行中の荷物は全て自分で担

事項を同意された上で

 

事務局から確定連絡を受領した後

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

kabai2001-hoa@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

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

一周エコ・ジャーニーウルトラ遠足２０

〈後援：佐渡市・佐渡観光協会〉

2021

＊主催

＊開催日

＊距離

＊参加許可人数

＊制限時間

＊エントリー料

＊申込み締切

＊スタート、ゴール

＊参加資格

会いを楽しめる人

ソンを完走した実績がある人

持っていると認めた人

＊大会理念

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

両津港より 12:15

会 17:00～18

5:00～5:30、スタート

）ゴール制限時間 6:00、打上げ

の１回両津港まで

配布する地図により走行して下さい

走行中の荷物は全て自分で担ぐこと。仮眠所やエイドへの移送は行いません。

事項を同意された上で「参加申込書

事務局から確定連絡を受領した後、申込書の１，２，５の合計金額

＊振込みの際は、氏名、大会名

０一九店（ゼロイチキュウ店）振替口座

００１３０－７－４０７２４８

東京都江戸川区中葛西 1-31

@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

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

一周エコ・ジャーニーウルトラ遠足２０

〈後援：佐渡市・佐渡観光協会〉

1 年 9 月 18

主催 ：エコ・ジャーニークラブ

開催日：2021

距離：208km（佐渡島海岸線

参加許可人数：

制限時間：48 時間

エントリー料：

（参加記念品

＊申込み締切：20

スタート、ゴール

参加資格：自身で健康管理ができて、佐渡島の大自然

を楽しめる人

ソンを完走した実績がある人

持っていると認めた人

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

12:15，15:20 の

8:00，夕食 18:00

スタート 6:00

打上げ会食 9:

まで送迎します

下さい。コース誘導は

仮眠所やエイドへの移送は行いません。

参加申込書」

申込書の１，２，５の合計金額

＊振込みの際は、氏名、大会名

０一九店（ゼロイチキュウ店）振替口座 ０４０７２４８

００１３０－７－４０７２４８ エコ・ジャーニーマラソン

31-4-107 ｴｺ･ｼﾞｬｰﾆｰｸﾗﾌﾞ大会事務局

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します。

一周エコ・ジャーニーウルトラ遠足２０

〈後援：佐渡市・佐渡観光協会〉 

18 日（土）早朝スタート～

：エコ・ジャーニークラブ

年 9 月 18 日（

（佐渡島海岸線

：100 名（追加募集

時間 

：16,500 円 

（参加記念品，ｽﾎﾟｰﾂ

2021 年 8 月

スタート、ゴール：相川七浦「

自身で健康管理ができて、佐渡島の大自然

を楽しめる人。過去 2 年以内に、

ソンを完走した実績がある人

持っていると認めた人 

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

の 2 回「ホテルめおと」までバス送迎します。

18:00～20:00

6:00（95km 地点に仮眠所を用意しています）

9:00～10:50 

送迎します。（他の時間は相川ﾊﾞｽ停まで送迎します。）

。コース誘導は無し。

仮眠所やエイドへの移送は行いません。

」を事務局に

申込書の１，２，５の合計金額

＊振込みの際は、氏名、大会名の

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

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

します。 

一周エコ・ジャーニーウルトラ遠足２０

 

）早朝スタート～

：エコ・ジャーニークラブ 

日（土）～20

（佐渡島海岸線一周 相川七浦より時計回り

（追加募集 50 名）

 

，ｽﾎﾟｰﾂ傷害保険

月 20 日まで 

：相川七浦「ホテルめおと

自身で健康管理ができて、佐渡島の大自然

年以内に、100km

ソンを完走した実績がある人。大会事務局がそれに相当する走力を

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

「ホテルめおと」までバス送迎します。

20:00 於）ホテルめおと

地点に仮眠所を用意しています）

 於）ホテル

（他の時間は相川ﾊﾞｽ停まで送迎します。）

。ポイント地点にはコース表示します

仮眠所やエイドへの移送は行いません。

に郵送又は Fax

申込書の１，２，５の合計金額を振込み

の記入をお忘れなく

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

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

一周エコ・ジャーニーウルトラ遠足２０８ｋｍ

）早朝スタート～48 時間内ゴール

20 日（(月)）

相川七浦より時計回り

名） 

傷害保険，ｴｲﾄﾞの飲食費を含む）

 

ホテルめおと」 

自身で健康管理ができて、佐渡島の大自然

100km 以上のウルトラマラ

大会事務局がそれに相当する走力を

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

「ホテルめおと」までバス送迎します。

ホテルめおと 

地点に仮眠所を用意しています）

ホテルめおと（希望者）

（他の時間は相川ﾊﾞｽ停まで送迎します。）

ポイント地点にはコース表示します

仮眠所やエイドへの移送は行いません。マイカップ持参のこと

Fax するか、ホームページ

振込み下さい。

をお忘れなく。 

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  

TEL&FAX：03-3688

journey.org 

 

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

ｋｍ 

時間内ゴール

） 

相川七浦より時計回り）

の飲食費を含む）

 

自身で健康管理ができて、佐渡島の大自然と人との出

以上のウルトラマラ

大会事務局がそれに相当する走力を

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

「ホテルめおと」までバス送迎します。

 

地点に仮眠所を用意しています） 

（希望者） 

（他の時間は相川ﾊﾞｽ停まで送迎します。） 

ポイント地点にはコース表示します

マイカップ持参のこと

するか、ホームページ

。 

 

エコ・ジャーニーマラソン 

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、 

時間内ゴール 

） 

の飲食費を含む） 

と人との出

以上のウルトラマラ

大会事務局がそれに相当する走力を

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

「ホテルめおと」までバス送迎します。 

 

ポイント地点にはコース表示します 

マイカップ持参のこと 

するか、ホームページ

 



＊17 日（金）の宿泊はスタート地点の「ホテルめおと」をお薦めします。宿泊を希望される方は、申込用紙に

その旨ご記入下さい。その他の場所に宿泊される方は、ご自分で手配して下さい。 

 

追記 

コロナ禍で、一昨年迄と同様な大会開催は１,２年後以降になると予想されます。去年同様にコロナ対策を実

施しての開催となりますので、ご協力をお願いします。 

具体的には、①宿泊費はホテルへ各自事前振込み（振込み口座、期日は後日連絡）、②到着時に書面提出（２

週間内の体温 37.5 度以上の有無、体調、味覚異常、濃厚接触の有無、海外渡航の有無など。様式書類は後日送

付）、③走行以外時のマスク着用（スタート時や走行中の入店時も含む）、④４人以上の集団走は行わない、⑤

大会前日の夕食とゴール後の打上げは３密対策を施した静かな会食にする、など「新しいスポーツイベントの

開催様式」となります。 

また、受付時に検温し、37.5 度以下である事を確認いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



『第１6 回 佐渡島一周エコ・ジャーニーウルトラ遠足２０8ｋｍ』 

＜ 参 加 申 込 書 ＞ 

 

内 容 代 金 備  考 

１．佐渡島一周ｴｺ･ｼﾞｬｰﾆｰｳﾙﾄﾗ遠足 208km １６，５００円 参加（する･しない） 

２．仮眠所９５ｋｍ地点 

（男女別部屋、毛布で雑魚寝、温泉付） 

１，５００円 使用（する･しない） 

３．ゴール後宿泊「ホテルめおと」(相部屋温泉付) 

       後日ホテルに振込み下さい 

 ３，０００円 申込（する･ 

しない＊） 

４．９月１７日（金）前泊「ホテルめおと」 

（夕朝食付）  後日ホテルに振込み下さい 

８，５００円 申込（する・しない） 

５．９月２０日（月）（３密対策した）打上げ会食 

 

３，０００円 参加（する・しない） 

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 

 

＊後泊しない方は施設利用料（入浴・荷物預かり含む）として当日 500 円ホテルへ支払い下さい。 

＊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 佐渡島一周係（TEL＆FAX：０３－３６８８－６８１４） 

＊ 参加費は参加確定連絡受領後に（１，２，５の合計金額）をお振込み下さい。 

＊ ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：kabai2001-hoa@eco-journey.org/（広報） ＊ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.eco-journey.org/ 

＊ 参加中止の場合、9/13 以後は「ホテルめおと」Tel:0259-76-2511 に直接連絡して下さい。 

不泊は宿泊キャンセル料 100％、ホテルから請求致します。 

最近 2 年以内の大会実績 大会名・距離    記 録   大会日 

100km 超ウルトラ  

          km 

  時間  分  秒 

 

H  年  月 

100km ウルトラ    時間  分  秒 H  年  月 

フルマラソン    時間  分  秒 H  年  月 

 

 


