- 【関東学連】 網走夏季記録挑戦競技会 ･･･ ‹宿泊› ‹航空券› 利用集約について ･･･
関東学生陸上競技連盟 登録者各位
標記の競技会について、大会要項の提示を致しておりましたが、下記のとおり、“宿泊”と“航空券”について、集約をさせて頂きます。
①2 泊 3 日 宿泊のみコース＜１泊夕朝食×2 泊、会場送迎バス付 ※空港までの送迎バスは付きません＞
②2 泊 3 日 月曜午前便コース＜往復航空券・１泊夕朝食×2 泊、空港送迎バス・会場送迎バス付＞
③2 泊 3 日 月曜夜便コース＜往復航空券・１泊夕朝食×2 泊、空港送迎バス・会場送迎バス付＞
④1 泊 2 日 月曜午前便コース＜往復航空券・１泊夕朝食×1 泊、空港送迎バス・会場送迎バス付＞
⑤1 泊 2 日 月曜夜便コース＜往復航空券・１泊夕朝食×1 泊、空港送迎バス・会場送迎バス付＞

設定内容
●コース① ｜ 2 泊 3 日 宿泊のみコース
日次

(ホテル本陣網走湖、部屋定員利用となります)
行程

食事条件

7/14(土)

各地 ・・・・・・・・・<各自にて網走のホテルへお越しください>・・・・・・・・・ ホテル本陣網走湖

朝:－ 昼:－ 夕:○

7/15(日)

ホテル ＝＝<送迎バス>＝＝ 網走夏期記録挑戦競技会@網走市営陸上競技場 ＝＝<送迎バス>＝＝ ホテル

朝:○ 昼:－ 夕:○

7/16(月)

ホテル ・・・・・・・・・<各自にて各地へお帰り下さい>・・・・・・・・・ 各地

朝:○ 昼:－ 夕:－

航空券の利用を希望しない方向けのコースです。空港までの送迎は付きません。
※旅行代金@20,000 円

●コース② ｜ 2 泊 3 日 月曜午前便コース

(ホテル本陣網走湖、部屋定員利用となります)

日次

行程

食事条件

7/14(土)

各地 ・・・ 羽田空港 ✈✈✈JAL569 便‹17:55-19:35›✈✈✈ 女満別空港 ＝＝<送迎バス>＝＝ ホテル本陣網走湖

朝:－ 昼:－ 夕:○

7/15(日)

ホテル ＝＝<送迎バス>＝＝ 網走夏期記録挑戦競技会@網走市営陸上競技場 ＝＝<送迎バス>＝＝ ホテル

朝:○ 昼:－ 夕:○

7/16(月)

ホテル ＝＝<送迎バス>＝＝ 女満別空港 ✈✈✈JAL562 便‹09:55-11:45›✈✈✈ 羽田空港 ・・・ 各地

朝:○ 昼:－ 夕:－

・前日に網走着、余裕をもって“網走夏期記録挑戦競技会”に参加可能な行程です。 月曜日は、午前便でご帰着となります。
※旅行代金@82,000 円

●コース③ ｜ 2 泊 3 日 月曜夜便コース

(ホテル本陣網走湖、部屋定員利用となります)

日次

行程

食事条件

7/14(土)

各地 ・・・ 羽田空港 ✈✈✈JAL569 便‹17:55-19:35›✈✈✈ 女満別空港 ＝＝<送迎バス>＝＝ ホテル本陣網走湖

朝:－ 昼:－ 夕:○

7/15(日)

ホテル ＝＝<送迎バス>＝＝ 網走夏期記録挑戦競技会@網走市営陸上競技場 ＝＝<送迎バス>＝＝ ホテル

朝:○ 昼:－ 夕:○

7/16(月)

ホテル ＝＝<送迎バス>＝＝ トラック練習・トレーニングルーム・競泳プール・利用可@網走市営陸上競技場・競技場周辺
＝＝<送迎バス>＝＝ 女満別空港 ✈✈✈JAL566 便‹20：20-22:10›✈✈✈ 羽田空港 ・・・ 各地

朝:○ 昼:－ 夕:－

・前日に網走着、余裕をもって“網走夏期記録挑戦競技会”に参加可能な行程です。 翌日は、競技会会場にて自主練習を行えます。
※旅行代金@85,000 円

●コース④ ｜ 1 泊 2 日 月曜午前便コース

(ホテル本陣網走湖、部屋定員利用となります)

日次

行程

食事条件

7/15(日)

各地 ・・・ 羽田空港 ✈✈✈JAL565 便‹07:25-09:05›✈✈✈ 女満別空港 ＝＝<送迎バス>＝＝
網走夏期記録挑戦競技会@網走市営陸上競技場 ＝＝<送迎バス>＝＝ ホテル

朝:－ 昼:－ 夕:○

7/16(月)

ホテル ＝＝<送迎バス>＝＝ 女満別空港 ✈✈✈JAL562 便‹09:55-11:45›✈✈✈ 羽田空港 ・・・ 各地

朝:○ 昼:－ 夕:－

当日の朝早い便にて移動し、競技会に参加可能な行程です。 月曜日は、午前便でご帰着となります。
※旅行代金@67,000 円

●コース⑤ ｜ 1 泊 2 日 月曜夜便コース

(ホテル本陣網走湖、部屋定員利用となります)

日次

行程

食事条件

7/15(日)

各地 ・・・ 羽田空港 ✈✈✈JAL565 便‹07:25-09:05›✈✈✈ 女満別空港 ＝＝<送迎バス>＝＝
網走夏期記録挑戦競技会@網走市営陸上競技場 ＝＝<送迎バス>＝＝ ホテル

朝:－ 昼:－ 夕:○

7/16(月)

ホテル ＝＝<送迎バス>＝＝ トラック練習・トレーニングルーム・競泳プール・利用可@網走市営陸上競技場・競技場周辺
＝＝<送迎バス>＝＝ 女満別空港 ✈✈✈JAL566 便‹20：20-22:10›✈✈✈ 羽田空港 ・・・ 各地

朝:○ 昼:－ 夕:－

当日の朝早い便にて移動し、競技会に参加可能な行程です。翌日は、競技会会場にて自主練習を行えます。
※旅行代金@70,000 円

集約期限
●別紙の参加者リストに必要事項をご記入の上、メール添付にて関東学連本部／森までお知らせください。

※詳細別紙参照ください

・一次締切：2018 年 6 月 21 日(木)18:00 まで

※参加者リストをお送りいただければ、ご希望に沿って優先的に手配致します。

・二次締切：2018 年 6 月 28 日(木)18:00 まで

※一次締切後に確保座席の返席をします。 ご依頼に応じて可能な限り手配します。

※航空券確保期限の関係上、6/22 に利用座席の数まで調整を致します。
ご希望に沿った手配をする為、可能な限り、一次締切の期日までにご連絡をお願い致します。

●清算方法について
・参加者リストの内容に応じて、各チームごとの必要金額を算出し、JTB 担当者様よりご請求致します。
・2018/7/6(金)を目途に、費用の準備をお願い致します。

●手配内容について
ご希望に対する、確保内容のご報告や、当日までの出発のご案内につきましては、
参加者リストを提出頂いたチーム代表者様に、別途 JTB 担当者様よりご連絡致します。

●移動・宿泊の最終的な窓口
会社名：株式会社 JTB 北海道事業部 オホーツクオフィス
TEL：0157-69-8282

担当者：山本

mail：k_yamamoto126@jtb.com

