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  大会概要

日　程　｜ 2018年 10月 20日　( 土 )
テレイン｜伊豆大島裏砂漠・奥山砂漠（東京都大島町）
運　営　｜ ES関東クラブ
	 	 大会責任者	 宮川　早穂
	 	 運営責任者	 北川　賢也
	 	 競技責任者	 木島　佑輔
	 	 コース設定者	 橋本　知明
会　場　｜大島温泉ホテル
大広間を待機場所として早朝から利用できます。
また、希望者は大会当日に朝食（バイキング）や昼食（弁当）
を利用できます（有料）。申込欄に記入してください。

競技後には大島温泉ホテルの大浴場をご利用いただくことが
できます。（有料）こちらは大会当日に受付をいたします。

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・
キッズOを用意する予定です。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。

  アクセス・宿泊

大島へのアクセス
大島へ渡る交通手段は限られていますので、各自早めの手配を
お願いします。
　◆		推奨１：金曜夜発の大型客船を利用	 ( 大島着 6時 )
　◆		推奨２：土曜朝発のジェット船を利用	 ( 大島着 10 時ごろ )
	

大会会場へのアクセス
上記の便の到着に合わせて、会場行きの臨時バスを運行します。
また、競技終了後に利用できる市街地へ向けた臨時バスを運行
する予定です。

宿泊施設
大島観光協会で宿泊の手配を行います。
http://www.izu-oshima.or.jp/ をご参照ください。
（	8:30 ～ 17:00 ／年中無休／☎			04992-2-2177）
なお、宿泊申込書は大会HPに掲載しています。ダウンロード
し記入の上、大島観光協会へ送付してください s。

なお、土曜日に大島に宿泊した場合でも、翌日朝 10:00 発の
ジェット船に乗れば新宿中央公園で開催される都民スポレク大
会に間に合うよう調整していただいております。

  競技情報

競技地図
「ジオパーク伊豆大島　裏砂漠・奥山砂漠」
	 	 　　　（JSOM2007 準拠・2018年リメイク版）
	 縮　　尺　｜	1:10000
	 等高線間隔｜	2.5m
	 走行可能度｜	4 段階表記
	 地図サイズ｜	B4（予定）

競技形式
◆		ポイントオリエンテーリング（ロング・ディスタンス競技）
◆		EMIT 社製電子パンチングシステムを使用
事前申込・当日参加ともMy	E-card を使用できます。

コース情報

    

クラス 対象 距離（目安） 優勝設定時間
ME 男性 12-14km 90-100 分

MEs 男性 7-8 km 60 分

WE 女性 8 km 65 分

WEs 女性 5-6 km 45 分

MA 男性 5-6 km 45 分

WA 女性 3-4 km 40 分

BL 男女 5-6 km 60 分

BS 男女 3-4 km 40 分

E・A クラスでは細かい地図読みと正確なナビゲーションが求
められます。
Eクラスはかなり本格的なロング・ディスタンス競技です。
Bクラスはオリエンテーリングの経験が浅い人向けのコースで、
グループ出走も可能です。
女性が男性向けクラスに出走するのは妨げません。

スケジュール（予定）
	 開場	 	 	 			6:30
	 スタート開始	 	 			9:30
	 フィニッシュ閉鎖	 	 15:30（厳守）
　　　　　	 	 　（競技時間は 3時間の予定です。）
スタート時刻は到着する船の時間を考慮します。申込欄に記入
をお願いします。
参加者人数等によっては、土曜日朝着のジェット船で来る方は
競技時間をフルに確保出来ない可能性があります。

注意事項
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
肌を露出しない服装を推奨いたします。
また、健康保険証を必ず持参するようお願いします。

  本大会のおすすめポイント
◆NishiPRO によって、第 4回大会の地図から大幅に拡張リメイクされました！
◆Eクラスでは超本格的なロング競技を提供！全てのクラスで日本離れしたオリエンテーリングを味わうことが出来ます！
◆アフターイベントも充実！伊豆大島で宿泊してから翌日の都民スポレク大会へ参加することも可能です！！

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


  エントリー
申込方法
本大会では、Japan-O-entrY でエントリーを受け付けます。

Japan-O-entrY へはこちらをクリック
(	もしくは、https://japan-o-entry.com/	へアクセス )

※なんらかの事情により Japan-O-entrY を使用できない場合は、	 	

後述する大会HPのお問い合わせフォームからご連絡ください。

申込締切は 9/28（金）です。
運営及び環境保護上の都合により、参加申込が想定の人数を超
えた場合、エントリー受付を締め切り日よりも早く締め切るこ
とがあります。

参加費
　　大学生・一般｜ 3,800円 (当日エントリー+500円 )
　　中　高　生　｜ 1,000円
　　小学生以下　｜ 500円
	 ・Bクラスにグループ出走される場合、グループの人数分の
	 参加費をお支払いください。

	 昨年度申込者割引	 ｜ー 500円

	 E カードレンタル	 ｜＋ 300円
	 プログラム郵送	 ｜＋ 500円
	 成績表郵送	 ｜＋ 500円
	 	 ※郵送するプログラム・成績表は、

	 	 　　　　　　　大会HPに掲載される物と同一です。	
	 朝食バイキング	 ｜＋ 1000円
	 昼食弁当		 ｜＋ 600円

	 NaviTabi イベント	 ｜後日公開・別途申込
	 合宿イベント	 ｜＋ 2000円

参加費は大会エントリー時に Japan-O-entrY 経由でお支払いく
ださい。いかなる場合でも振込後の返金はいたしかねます。

宿泊申込
大会HPに掲載している宿泊申込書をダウンロードし記入の上、
大島観光協会へ送付をお願いします。

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/inquiry/

  NaviTabi イベント
レース終了後に、NaviTabi によるミニロゲイングイベントが開
催される予定です。詳細はNaviTabi の HP をご覧ください。
クラブ対抗で行います（個人クラス・ファミリークラスも用意
いたします）ので、ぜひ誘い合わせいただき参加ください。
詳細の公開、参加申込開始は別途行います。
なお、本イベントは船便の時間の都合上、大会後伊豆大島に宿
泊いただく方のみご参加いただくことが可能です。

  合宿イベント
伊豆大島を更に満喫したい方のために、大会翌日にテレインで
の練習機会を設けます。
主に翌週に控えた全日本ミドルを意識し、ミドルレースの練習
メニューを多数用意いたしますが、前日のレースの復習も可能
です。是非ご参加ください。
14:30 発の大型客船に間に合うよう午前中に終了する予定です。

日　程　｜ 2018年 10月 21日　( 日 )
会　場　｜大島温泉ホテル

主催者は宿泊 /交通の手配を行いませんが、参加人数によって
は会場への臨時バスも運行します。
現時点での路線バスの運行予定は次の通りです。
◆	往路：	元町発 (三原山温泉行)	 	 8:30
◆	復路：三原山温泉発	(岡田港行き)	 11:07,12:47,13:27

  おすすめ参加パターン
何やらイベントが色々あって分からん…という方のために、い
くつかおすすめのプランをご紹介！

パターン 1：伊豆大島を満喫！
　◆	土曜日：伊豆大島大会、NaviTabi イベントに参加、宿泊
　◆	日曜日：アフターイベント参加、客船・ジェット船で帰宅

パターン 2：伊豆大島も都庁スプリントも楽しむ！
　◆	土曜日：伊豆大島大会、NaviTabi イベントに参加、宿泊
　◆	日曜日：朝のジェット船に乗り、都庁スプリント（都民ス	
	 　　　		ポレク大会）へ参加

パターン 3：伊豆大島観光もたっぷりしたい！
　◆	土曜日：伊豆大島大会、観光、宿泊
　◆	日曜日：観光、客船・ジェット船で帰宅

パターン 4：前日入りしてロングレースに備える！
　◆	金曜日：ジェット船で大島入り、観光、宿泊
　◆	土曜日：伊豆大島大会、観光、客船・ジェット船で帰宅

第5回ジオパーク伊豆大島オリエンテーリング大会
要項 1.0
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