荒川リバーサイド

ジャーニーラン
〈第 11 回「川の道」フットレース試走会〉
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荒川リバーサイドジャーニーラン 2015 〈第 11 回「川の道」フットレース試走会〉

1

2015 年 3 月 21 日（土・祝）

st

スタート／７：30

stage

77.7km

JR 京葉線・葛西臨海公園駅前

コース／ 葛西臨海公園駅前〜笹目橋〜彩湖（AS）〜新上江橋
（AS）〜桜堤公園（AS）〜大芦橋（AS）〜吹上駅南口
出走確認・荷物預かり／ 7:00 〜 7:20
エイドステーション／ 4 ヶ所

1st stage

ゴール／吹上駅南口

GOAL

波久礼駅 T 字路 AS

（JR 高崎線）

2nd stage

START

黒田交差点 AS

吹上駅南口

大芦橋 AS
三沢入口交差点 AS

預けた荷物はゴール地点で
受取ってください。
荷物引渡し／ 15:30 〜 19:00 吹上駅南口

桜堤公園 AS

募集定員
1st ステージ

2nd stage

2nd ステージ

GOAL

100 名

100 名

武甲温泉

2

nd
stage

参加料
新上江橋 AS

55.3km

2015 年 3 月 22 日（日）

1st＋2nd ステージ

5000 円

1st ステージのみ

3000 円

2nd ステージのみ

2500 円

彩湖 AS

スタート／８：30
JR 高崎線・吹上駅南口

コース／ 吹上駅南口〜熊谷警察前交差点〜〜黒田交差点（AS）〜玉淀駅〜波久
礼駅 T 字路（AS）〜三沢入口交差点（AS）〜上野町交差点〜武甲温泉
出走確認・荷物預かり／ 8:00 〜 8:20
エイドステーション／ 3 ヶ所

ゴール／武甲温泉

1st stage

START

葛西臨海公園駅前

（西武秩父線横瀬駅まで徒歩 10 分）

預けた荷物はゴール地点で受取ってください。
荷物引渡し／ 14：00〜16：30
※ゴール地点にたどり着けない場合は、必ず大会本部（080-5085-5603）
に連絡してください。

東京湾

参加資格

①20 歳以上の男女
②フルマラソンを完走できる走力を有していること
③地図を読めること

注意事項

■記録計測、順位表彰はありません。
■コース誘導はありません。エントリーされた方には事前にコースマップ等を送付しますので、各
自あらかじめ確認の上、参加ください。コースアウト等は各自で責任を持って解決し、コースに復
帰してください。
■走行に不要な荷物はゴールまで搬送します。コース途中での引渡しはできません。
■コース上にコンビニ、自販機等がない区間が多くありますのでご注意ください。
■レースではありません。交通量の激しい幹線道路の横断もありますので、交通法規を遵守して安全
第一でコースをたどってください。

申込方法

■スポーツエイド・ジャパン公式サイト（http://sportsaid-japan.org/）「エントリー」ページ、あ
るいは下記申込書（コピー可）に必要事項を記入し、事務局まで郵送または FAX（049-298-7788）
にてお申込みください。なお、参加料は下記口座にご送金ください。参加申込書と参加料の受領をもっ
て正式エントリーとします。
参加料のご送金先
■郵便局の払込取扱票による郵便振替
口座記号番号 00100-3-666815 加入者名 スポーツエイド・ジャパン
■銀行等、他の金融機関からの振込み
ゆうちょ銀行〇一九（ゼロイチキュウ）店 当座 0666815 加入者名 スポーツエイド・ジャパン
※〇一九（ゼロイチキュウ）店は支店名一覧の「サ行・セ」のなかにあります。

申込期限

2015 年 2 月 27 日（金）必着。ただし、エントリー期間中でも定員に達し次第、締切りとなり、その旨を公
式サイト（http://sportsaid-japan.org/）にてお知らせします。なお、お知らせ後に参加料を送金された
方には、手数料（書留料金等）を差引いた額の返金となります。

参加申込書

荒川リバーサイド ジャーニーラン 2015

大会名
種目

1 s t ＋2ndステージ（3/21〜22）
1 s t ステージのみ（3/21）

※いずれかに○

2ndステージのみ（3/22）
フリガナ

男

氏名

女

生年月日

年

月

日

歳（大会当日）

本人連絡先

住所 〒

緊急時連絡先
血液型

所属

私は本大会参加にあたり、下記の項目について誓約します。

誓約書

①大会中、いかなる事故が発生してもすべて自己責任とし、主催者には一切責任がないものとすること、また家族からの異議申し立ても一切できないものとすること。
②大会参加申込み後の種目変更、キャンセルはできないものとすること。
③年齢、性別等の虚偽の申告による出場、また申込者本人以外の出場（代理出場）は失格とし、参加取消しとすること。
④自然災害、事件、事故等による大会中止の場合は、参加料の返金ができないものとすること。
⑤大会中の映像、記事、記録等のテレビ、新聞、雑誌、インターネット等への掲載権は主催者に属すること。

年

月

日

氏名

印

宿泊案内

※宿泊施設は熊谷駅中心に下記のほか多くあります。3月21日宿泊希望の方は、各自でお申込みください。

■熊谷ロイヤルホテルすずき
TEL／048-521-0523
埼玉県埼玉県熊谷市宮前町 2-51

■Ｒ＆Ｂホテル熊谷駅前
TEL ／ 048-599-1717

〒360-0037 埼玉県熊谷市筑波 3-105

http://www.rhotel-suzuki.jp/

http://randb.jp/kumagaya/

■スマイルホテル熊谷

■ホテルサンルート熊谷駅前

TEL／048-525-6311
埼玉県熊谷市筑波 1-138

http://www.smile-kumagaya.com/

■マロウドイン熊谷
TEL／048-525-7611
埼玉県熊谷市銀座 1-64

http://www.marroad.jp/kumagaya/

■ホテルガーデンパレス

TEL ／ 048-525-7777

〒360-0036 埼玉県熊谷市桜木町 1-100
http://www.sunroute.jp/HotelInfo/kanto/gardenpalace/

■キングアンバサダーホテル熊谷
TEL ／ 048-501-0077

〒360-0037 埼玉県熊谷市筑波 1-99-1
http://www.king-a.jp/

■イーホテル熊谷

TEL ／ 048-525-7777

TEL ／ 048-522-0234

〒360-0023 埼玉県熊谷市佐谷田 3248

〒360-0044 埼玉県熊谷市弥生 2-66

http://gardenpalace.co.jp/

■菊好

TEL ／ 048-521-1238
〒360-0036 埼玉県熊谷市桜木町 1-122

http://www.ehotel.co.jp/kumagaya/index.html

■スマイルホテル熊谷

TEL ／ 048-525-6311

〒360-0037 埼玉県熊谷市筑波 1-138
http://www.smile-hotels.com/kumagaya/

問合せ先

NPO法人スポーツエイド・ジャパン内 大会事務局
〒350-0455 埼玉県入間郡毛呂山町阿諏訪 1221
TEL 049-294-5603 080-5085-5603 FAX 049-298-7788
E-mail info@sportsaid-japan.org URL http://sportsaid-japan.org/

