
ES関東 C主催 

第４回 ジオパーク伊豆大島オリエンテーリング大会 
201７年 10月 2９日（日） 

 

大 会 要 項 
大会ホームページ  http://eskantoc.com/izuoshima2017 

 

 

■ 大会概要 

 

主催・主管  ＥＳ関東クラブ 

共催      一般社団法人大島観光協会 

協力     東京大学 OLK、KOLC 

後援      大島町、東京都オリエンテーリング協会 

協賛      東海汽船（株） 

 

前日（２８日）には、伊豆大島ロゲイニング大会が開催されますの

で、合わせてのご参加をぜひご検討ください。 

 

■ 競技情報 

 

競技形式 

ポイント形式のロング・ディスタンス競技です。 

 

地図 

「ジオパーク伊豆大島 裏砂漠・奥山砂漠」 2017年版 

縮尺 1:10,000、等高線間隔 2.5m、 

走行度 4段階、JSOM2007準拠、A4サイズ 

  第 3回大会の地図から、範囲が拡張されました。 

 

コントロール・パンチ方式 

電子式パンチ計時システム（EMIT社）を使用します。 

 

スタート時刻／競技終了時刻 

スタート開始   9:00  

競技終了    12:00 （一部クラスは 12:30） 

スタート、フィニッシュとも会場からさほど遠くない場所に設定する

予定です。 

 

服装および用具 

競技中の服装について特に規定は設けませんが、火山岩が露出

している箇所がありますので、怪我をしないように注意が必要で

す。健康保険証を忘れずに携帯してください。 

 

 

■ 競技会場 

 

大会会場は大島温泉ホテルです。ホテルの大広間を待機場所と

して早朝から利用できます。大会受付および本部はホテル前庭

に設置します。大島温泉ホテルの大浴場（500 円）を利用できま

す。朝食はホテルのレストランを利用できます。昼食（弁当）や飲

み物類の販売があります。 

小さいお子様連れの参加者のために、ファミリースペースを設け

る予定です。係員は配置しませんので、保護者等付き添いの下

でご利用ください。 

 

 

■ 交通 

  

大島へ渡る交通手段は限られていますので、各自で早めに確保

してください。 

 

 

大島港および大島市街地から大会会場間は、大会専用の臨時

バス（有料）を運行します。 

 

 往路 6:10頃 大島港発 （早朝着の大型客船に接続） 

7:30頃 元町の大島バス営業所発 

 （観光協会では徒歩圏内の良い場所の旅館・

ホテルを斡旋します。） 

 復路 14時以降の船便に間に合うように随時発車 

 

■ クラス 

 

クラス 性別 距離 説明 

ME 男性 9.0 km オリエンテーリングの経

験者向けのコースです。

細かい地形の地図を正

確に読むという課題が多

く求められます。 

WE 女性 6.0 km 

MAL 男性 7.0 km 

MAS 男性 4.5 km 

WAL 女性 4.5 km 

WAS 女性 3.5 km 

BL 男性・女性 7.0 km オリエンテーリングの経

験が少ない人向けです。 BS 男性・女性 3.5 km 
 

女性は男性のクラスに参加することができます。 

B クラスは複数人数で参加することもできます。 

 

■ 参加費 

 
区分 事前エントリー 当日エントリー 

一般 3,300円 3,800円 

中学生・高校生 1,000円 1,000円 

小学生以下 500円 500円 

B クラスに複数人数で参加する場合、1 名あたりの参加費になり

ます。 

 

事前エントリーの締切は 9月 30日 です。 

 

運営および環境保護上の事情のため、参加申込が想定の人数 

（250 名程度）を越えた場合、エントリー受付を締切日より早く締 

め切ることがあります。大会 HP に掲載します。 

 

Ｅカード 

事前・当日申込みともにマイカードを利用することができます。レ

ンタル用の E カードも用意します。レンタル料は 300円です。 

 

コンパス 

貸しコンパスを用意します。レンタル料は無料ですが、破損や紛

失した場合には 2,000円を補償していただきます。 

 

プログラム・成績表 

大会プログラムは 10 月上旬に大会 HP に掲載します。大会成績

表は後日 HPに掲載します。 

印刷したものが必要な方には、各 500 円で郵送します。モノクロ

印刷になります。   

http://eskantoc.com/izuoshima2017


　参加クラス 種別 個人　・　グループ （グループの場合）　　　　　　　　　　　　人

　フリガナ 　生年月日

　氏　　名 　西暦　　  　 　　  年 　　　    月    　　 　日生

　フリガナ 　生年月日

　氏　　名 　西暦　　  　 　　  年 　　　    月    　　 　日生

　フリガナ 　生年月日

　氏　　名 　西暦　　  　 　　  年 　　　    月    　　 　日生

　電子メール

　電話番号

　Ｅカード番号 　Ｅカードレンタル　（３００円）

　　Ｅカード番号の記載のない方は、必ずＥカードをレンタルしてください。

　交通手段 　　　早朝（6:10）のバス　　・　　午前（7:30）のバス　　・　　その他

　朝食（バイキング）　　（１,０００円）

　昼食（弁当）　　　　　　　（６００円）

希望する　（　　　　　人）　　・　　希望しない

希望する　（　　　　　人）　　・　　希望しない

　成績表郵送　（５００円）

　代表者の連絡先

　性別

　性別

男　・　女

参加申込書

　性別

　プログラム郵送　（５００円）

　参加費

　所属クラブ

男　・　女

人数

振込金額

レンタルする　　・　　レンタルしない

希望する　　・　　希望しない

希望する　　・　　希望しない

朝食・昼食とも当日申込みも可能ですが、数に限りがありますので、事
前申し込みが確実です。
大会３日前までにキャンセルの連絡をいただければ、返金に応じます。
振込による返金の場合は手数料をご負担ください。

第４回ジオパーク伊豆大島オリエンテーリング大会　申込書

　　現時点での予定でお答えください。
　　バス代は当日お支払いください。

男　・　女

振込日 振込金融機関・支店名

〒

　住　　所

■ エントリー方法 

 

１． 郵送によるエントリー 

申込用紙に必要事項を記入して、以下に郵送してください。 

郵送先：  121-0816  足立区梅島 3-26-7 

桜井 剛 宛 

 

２． 電子メールによるエントリー 

大会 HP から申込用紙(Excel)をダウンロードして必要事項を

記入し、電子メールに添付して送信してください。 

送信先： entry@eskantoc.com 

 

３． WEBエントリー 

http://eskantoc.com/entry/ 

 

 

 

 

４． 会場エントリー 

主要なオリエンテーリング大会の会場で申し込みを受け付け

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加費は大会エントリー時に、以下のいずれかに振り込んでくだ

さい。参加返金はいたしかねます。 

振込口座：  三菱東京ＵＦＪ銀行 

神田駅前支店 （店番号 010） 

普通口座  1585044 

名義  植竹康朋（ウエタケヤストモ） 

 

ゆうちょ銀行 

口座記号・番号 10030-27141391 

名義  ES関東クラブ 

（他金融機関から振り込む場合は以下の番号を指定） 

店名 〇〇八 （漢数字でゼロゼロハチ） 

店番 008 、預金種目 普通預金、口座番号 2714139 

 

 

■ 宿泊 

 

大島観光協会で宿泊の手配を行います。 

〒100-0101東京都大島町元町 1-3-3 

http://www.izu-oshima.or.jp/   

電話 04992-2-2177 FAX 04992-2-1933 

営業時間 8:30～17:00 年中無休 

 

 

■ お問い合わせ先 

 

大会 HPのお問い合わせフォームをご利用ください。 

http://eskantoc.com/inquiry/ 

 

mailto:entry@eskantoc.com
http://eskantoc.com/entry/
http://www.izu-oshima.or.jp/
http://eskantoc.com/inquiry/

