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■ 大会概要大会概要大会概要大会概要    
 

主催・主管  ＥＳ関東クラブ 
共催      一般社団法人大島観光協会 

後援      大島町、東京都オリエンテーリング協会 
協賛      東海汽船株式会社 
 

ポイント・オリエンテーリング形式の２日間大会です。 

１日目の競技は、カテゴリ A の公益社団法人日本オリエン

テーリング協会公認大会です。２日目の競技は公認大会

ではありません。 
 

大会実行委員長   広江 淳良 
競技責任者   桜井  剛 
コース設定者   加藤 弘之 
大会コントローラ   村越  真 
アシスタント・コントローラ 中村 弘太郎 
地図調査・作成   西村 徳真 （NishiPRO） 

 

■ テレイン情報テレイン情報テレイン情報テレイン情報    
 
テレインは、伊豆大島中央部に広がる三原山の裏砂漠お

よび奥山砂漠一帯です。溶岩と火山灰が堆積してできた

日本では例を見ない特殊な地形が広がっています。民家

の敷地や耕作地等は全くなく、道もほとんどありません。 
西半分はほぼ平坦で、東半分は海に向かって下りの斜面

になります。主要部の「砂漠」は、走行可能度が良好で相

当のスピードで走れますが、難しい微地形に富んでいるた

め高度なナビゲーション技術が要求されます。 
一部に存在する灌木林は、下草はあまりないものの見通

しがきかず、地形の特徴が掴みづらくなっています。スピ

ードの切り替えが勝敗を分ける鍵になるかもしれません。 
 

■ 競技会場競技会場競技会場競技会場    
 
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。 
小さなお子様をお連れの方も安心して参加できるように、

ホテル内にキッズ用スペースを用意して係員を配置しま

す。 

大島温泉ホテルの大浴場（有料）を利用できます。三原山

や裏砂漠を一望できる露天風呂があります。 

■ クラスクラスクラスクラス    
 

クラス 参加資格 優勝設定時間 

  １日目 2 日目 

M21E 有資格者 90 分 60 分 

M21A 19 歳以上 80 分 60 分 

M21AS 21 歳以上 60 分 45 分 

M30A 30 歳以上 70 分 55 分 

M40A 40 歳以上 60 分 50 分 

M50A 50 歳以上 50 分 45 分 

M60A 60 歳以上 50 分 45 分 

M70A 70 歳以上 45 分 40 分 

M20A 19-20 歳 70 分 55 分 

M18A 16-18 歳 60 分 50 分 

M15A 13-15 歳 50 分 45 分 

M12 11-12 歳 40 分 35 分 

M10 10 歳以下 40 分 30 分 

MBL  60 分 40 分 

MBS  45 分 30 分 

W21E 有資格者 75 分 50 分 

W21A 19 歳以上 65 分 50 分 

W21AS 21 歳以上 50 分 40 分 

W30A 30 歳以上 55 分 45 分 

W40A 40 歳以上 45 分 40 分 

W50A 50 歳以上 45 分 40 分 

W60A 60 歳以上 40 分 35 分 

W70A 70 歳以上 40 分 35 分 

W20A 19-20 歳 60 分 50 分 

W18A 16-18 歳 50 分 45 分 

W15A 13-15 歳 40 分 35 分 

W12 11-12 歳 40 分 35 分 

W10 10 歳以下 40 分 30 分 

WBL  55 分 40 分 

WBS  40 分 30 分 

以下は当日参加者用のクラスです。 

OA 上級者   

OB 中級者   

N 初心者   

Group グループ   
 
M は男性、W は女性のクラスです。女性は男性のクラスに出場してもかまいません。年

齢は平成 26 年度内に到達する年齢（4 月 1 日時点の年齢）とします。20 歳以下の者は、

表中の参加資格より 1 ランク上の年齢のクラスに参加することもできることとします。E
はエリート、A は上級者、B は中級者であることを表します。L はロング、S はショートを

表します。 



■ 競技情報競技情報競技情報競技情報    
    
競技形式競技形式競技形式競技形式     

１日目は、ロング・ディスタンス競技です。 

２日目は、距離は短めに設定します。ミドル・ディスタン

ス競技ではありません。 
２日間の合算タイムにより、ジオパーク伊豆大島オリエ

ンテーリング大会としての成績順位を決定します。 
 
地図地図地図地図     

1997 年に作成された「伊豆大島裏砂漠」を NishiPRO
が全面的に刷新しました。旧地図は大会 HP より入手で

きます。 
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(予定) 
プリンタ出力、コース印刷済み、ビニール袋入り 

１日目・２日目とも同じ地図を利用します。 
 

コントロール・パンチ方式コントロール・パンチ方式コントロール・パンチ方式コントロール・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時刻／競技終了時刻スタート時刻／競技終了時刻スタート時刻／競技終了時刻    （予定）（予定）（予定）（予定）     

１日目 スタート 11:30 ～ 13:00 
競技終了 15:30 （一部クラスは 16:00） 

２日目 スタート  9:00 ～ 10:30 
競技終了 12:00 （一部クラスは 12:30） 

１日目のスタート時刻は、竹芝 8:00 発大島 9:45 着の高

速ジェット船（臨時便）を前提に設定する予定です。 

競技時間は、各クラス優勝設定時間の 200%とします。 
 

スタート地区／フィニッシュ地区スタート地区／フィニッシュ地区スタート地区／フィニッシュ地区スタート地区／フィニッシュ地区    

大会会場からスタートまでは 1km 弱（徒歩 15 分）、フィ

ニッシュも同程度の場所に設置する予定です。 
 

服装および用具服装および用具服装および用具服装および用具     

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。 
 

トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング     

トレーニング用の地図やテレインは設けません。 
 

その他その他その他その他     

本大会は、日本ドーピング防止規程が適用されます。 
10 月 4 日に伊豆大島ロゲイニング大会が開催されます

が、競技上で影響のないように配慮しています。 
 

■ 交通手段交通手段交通手段交通手段 

    
伊豆大島へ伊豆大島へ伊豆大島へ伊豆大島へ    （往路）（往路）（往路）（往路）     

11 月 23 日に、竹芝 8:00 発大島 9:45 着の高速ジェット

船（臨時便）を運航することになりましたので、この便を

利用することをお奨めします。東海汽船の利用者には

大会専用の割引券（10～15％引）を発行します。 

東海汽船東海汽船東海汽船東海汽船                

 竹芝 大島  

大型客船 前夜 22:00 6:00  

 竹芝 久里浜 大島 

高速ジェット船 8:00 － 9:45 

高速ジェット船 8:30 9:35 10:35 

 熱海 伊東 大島 

高速ジェット船 9:10 9:40 10:15 

航空機航空機航空機航空機       

 羽田 大島  

ANA1843 8:30 9:05  
 調布 大島  

NCA 101 9:00 9:25  

 
大会会場へ大会会場へ大会会場へ大会会場へ     

    
【【【【１１１１日目】日目】日目】日目】    寄港地～大会会場寄港地～大会会場寄港地～大会会場寄港地～大会会場    
大島港より大会会場まで、大会チャーター・バスにて輸送

（片道 750 円程度の予定）を行います。バスは 6:00 着の

大型客船および 9:45 着の高速ジェット船（臨時便）の入港

時刻に合わせて出発します。港から大会会場まで、所要

時間は約 20 分です。 

10:15 着または 10:35 着の高速ジェット船を利用される方

は、路線バスを利用していただくことになります。スタート

時刻に遅れる可能性があるので注意してください。 
観光もなさりたい方はレンタカーが便利です。大会会場に

は駐車スペースがあります。 
大島空港から会場までのバス輸送はありませんので、港

まで移動してバスに乗るか、タクシーまたはレンタカーを利

用してご来場ください。 

【【【【１１１１日目】日目】日目】日目】    大会会場～宿大会会場～宿大会会場～宿大会会場～宿    
大島観光協会を通じて宿泊の予約をされた参加者に対し

ては、大会会場から各旅館・ホテルまで送迎を行います。 

レース後の時間帯には路線バスがありません。観光協会

を通さずに宿泊手配をされた方は、タクシーまたはレンタ

カーを利用するか、直接宿と送迎の交渉をしてください。 
【【【【２２２２日目】日目】日目】日目】    宿～大会会場宿～大会会場宿～大会会場宿～大会会場    

大島観光協会を通じて宿泊の予約をされた参加者に対し

ては、各旅館・ホテルから大会会場まで送迎を行います。 
【【【【２２２２日目】日目】日目】日目】    大会会場～大会会場～大会会場～大会会場～出港出港出港出港地地地地    
大会会場より大島港まで、大会チャーター・バスにて輸送

を行います。路線バスを利用することもできます。大島空

港へのバス輸送はありません。 
 
伊豆大島からの帰り伊豆大島からの帰り伊豆大島からの帰り伊豆大島からの帰り    （復路）（復路）（復路）（復路）     

 
東海汽船東海汽船東海汽船東海汽船                

 大島 竹芝  

大型客船 14:30 19:00  

 大島 久里浜 竹芝 

高速ジェット船 14:35 15:40 16:40 

 大島 伊東 熱海 

高速ジェット船 15:20 15:55 16:25 

航空機航空機航空機航空機       

 大島 調布  

NCA 106 16:00 16:25  



■ 宿泊宿泊宿泊宿泊    
 
大島観光協会で宿泊の手配を行います。 
 

一般社団法人 大島観光協会 

〒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 
 

観光協会を通して宿泊の予約をされた参加者には、大

会会場～宿泊地間の送迎をします。予約時に必ずオリ

エンテーリング大会参加者であることをお伝えください。 
 
東京都の伊豆大島・災害復興支援対策事業による宿泊

助成割引（1 泊あたり 3,000 円）を利用することができま

す。大会会場に大島観光協会の出張デスクを設けてい

ただきます（11 月 23 日のみ）ので、そこで申請書を提出

して割引券の発行を受けてください。本人証明の書類が

必要です。詳しくは以下の HP を参照してください。 
http://www.gotokyo.org/jp/izuoshima/index.html 

 

■ 参加費参加費参加費参加費    
    
通常エントリー通常エントリー通常エントリー通常エントリー    

    

（10 月 20 日まで） １日目 ２日目 

一般 E クラス 4,500 円 2,500 円 

 その他のクラス 4,000 円 2,000 円 

大学生 3,500 円 1,500 円 

中学生・高校生 2,500 円 1,500 円 

小学生以下 1,000 円 500 円 

    
遅れエントリー遅れエントリー遅れエントリー遅れエントリー 

 

（11 月 10 日まで） １日目 ２日目 

一般 E クラス 4,800 円 2,700 円 

 その他のクラス 4,300 円 2,200 円 

大学生 3,800 円 1,700 円 

中学生・高校生 2,500 円 1,500 円 

小学生以下 1,000 円 500 円 

伊豆または小笠原の島嶼部在住の方は半額とします。 
 
競技者登録 

E または A クラスに参加するためには、公益社団法人

日本オリエンテーリング協会に競技者登録をしているこ

とが必要となります。A クラス参加希望者で競技者登録

をしていない場合は、一時登録（500 円）をしてください。

E クラスは一時登録では出場できません。 
 

当日参加 

参加費は、個人クラスは遅れエントリーと同額です。 
Group クラスは 300 円／1 人（幼児無料）とします。 
 

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 

大会プログラムは 11 月上旬に大会 HP に掲載します。 
印刷したものが必要な方には 500 円で郵送します。モノ

クロ印刷になります。 
 

成績表 

成績結果は大会 HP に掲載します。 

Lap Center にも掲載する予定です。 
  http://mulka2.com/lapcenter/index.jsp 
印刷したものが必要な方には 500 円で郵送します。 

 

■ エントリーエントリーエントリーエントリー方法方法方法方法    
    
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、以下の宛先に郵送

してください。 

郵送先：  276276276276----0000000049  49  49  49  八千代市緑が丘八千代市緑が丘八千代市緑が丘八千代市緑が丘 1111----2222----2222----1012101210121012    
長谷川長谷川長谷川長谷川    恵子恵子恵子恵子    宛宛宛宛    
    

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.comentry@eskantoc.comentry@eskantoc.comentry@eskantoc.com    
    

３． インターネットからのエントリー 
スポーツエントリーのサイトから申し込みができます。 

http://www.sportsentry.ne.jp/http://www.sportsentry.ne.jp/http://www.sportsentry.ne.jp/http://www.sportsentry.ne.jp/event/t/42242event/t/42242event/t/42242event/t/42242    
 
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。参加費の返金はいたしかねます。 
振込口座：  三菱東京ＵＦＪ銀行三菱東京ＵＦＪ銀行三菱東京ＵＦＪ銀行三菱東京ＵＦＪ銀行    

新百合ヶ丘支店新百合ヶ丘支店新百合ヶ丘支店新百合ヶ丘支店    （店番号（店番号（店番号（店番号 075075075075））））    

普通普通普通普通口座口座口座口座        0868836086883608688360868836    
名義名義名義名義        宮川祐子（ミヤカワユウコ）宮川祐子（ミヤカワユウコ）宮川祐子（ミヤカワユウコ）宮川祐子（ミヤカワユウコ）    

ゆうちょゆうちょゆうちょゆうちょ銀行銀行銀行銀行    

口座口座口座口座記号・記号・記号・記号・番号番号番号番号 10030 10030 10030 10030----27141391271413912714139127141391    
名義名義名義名義  ES  ES  ES  ES 関東クラブ関東クラブ関東クラブ関東クラブ    

 
 
■ お問い合わせ 

 
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/izuoshima/inquiry/ 
緊急または直接お話を希望される方は、広江淳良宛に

お電話ください。(080(080(080(080----6706670667066706----1923192319231923））））    



ジオパーク伊豆大島オリエンテーリング大会 申込書 

 

　参加クラス 　参加日

　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

　競技者登録番号 　一時登録　（５００円） （注１）

　Ｅカード番号 　Ｅカードレンタル　（３００円） （注２）

（注１）　競技者登録をしていない方で、Aクラスに参加する場合は必須です。

（注２）　Ｅカード番号の記載のない方は、Ｅカードをレンタルしてください。

振込金額

２日間とも　　　・　　　１日目のみ　　　　・　　　　２日目のみ

登録する　　・　　登録しない

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

男　・　女

振込日 振込金融機関・支店名

〒

　成績表郵送　（５００円）

　連絡先

　住　　所

参加申込書参加申込書参加申込書参加申込書

　性別

　プログラム郵送　（５００円）

　参加費

　所属クラブ

 

 

5つの質問への回答として、該当する箇所に印をつけてください

このアンケートは、船の臨時便／大会チャーターバス／会場での食事の手配などをするための参考にするためのものです。

このアンケートの記載をもって申し込みにはなりませんし、また当日になって予定が変更することがあってもかまいません。

① 　大島への往路手段 ２３日の午前に大島着 大型客船を利用 竹芝から

横浜から

高速ジェット船を利用 竹芝から

久里浜から

熱海または伊東から

航空機を利用

上記以外

② 大島での移動手段 大会チャーターバスを利用

レンタカーを利用

それ以外

③ 大島からの復路手段 ２４日の午後に大島発 大型客船を利用 竹芝へ

横浜へ

高速ジェット船を利用 竹芝へ

久里浜へ

熱海または伊東へ

航空機を利用

上記以外

④ 宿泊の手配 観光協会を通じて申し込む

自分で手配する

上記以外

⑤ １日目（２３日）の朝食 早朝着の大型客船で行くので、大島温泉ホテルで朝食を用意してもらうことを希望する。

希望しない。

アンケートアンケートアンケートアンケート

 


