
  主催者挨拶

この度は第 5回ジオパーク伊豆大島オリエンテーリング大会にご参加いただき、ありがとうございます。
昨年地図範囲を拡大し、満を持して用意した大会は、台風の影響で幻となってしまいました。当時、大島まで足を運んでいただいた　
参加者の方々も多くいらっしゃる中で、一瞬のうちに風雨が強まり、自然の脅威に抗うことができませんでした。皆様への申し訳ない
気持ち、悔しさ、無念は今年の大会で晴らそうと誓い 1年が経ちました。
今年は 2年越しのリベンジとなります。目の前に広がる海と火山……　新しい「伊豆大島裏砂漠」をご堪能ください。
参加者の皆様には楽しんでいただく上で、安全の管理・環境への配慮は各自ご注意いただくようお願いします。
また、この場をお借りし、伊豆大島の地元の方々のご協力を改めて感謝申し上げます。
それでは、皆様の来島を心よりお待ちしております！ 大会実行委員長　宮川早穂

    基本情報
こども向けオリエンテーリング体験コース
会場周辺にてこども向けオリエンテーリングコース（キッズO）
を用意しています。参加費は 100 円です。
ひとりで、おともだちと一緒に、お母さんお父さんと一緒に、
チャレンジしてみてください！

会場案内
朝食・昼食・入浴
レストランでバイキング形式の朝食（特別料金：1,000 円）を
とることができます。予約した方は、レストラン入口で名前を
伝えて入ってください。予約のない方も現金で食事可能です。

昼食のお弁当を予約した方は、レース後に受付にて名前を伝え
て受け取ってください。売店で飲み物類を販売しています。

12:30 より大島温泉ホテルの大浴場（特別料金：500 円）を	
利用できます。三原山や裏砂漠を一望できる露天風呂もありま
すので、是非ご利用ください。階段を降りた地下にございます。

キッズスペース（託児所）
会場内にキッズスペース（託児所）を用意しています。
ご利用の方は、受付にてお申し出ください。

注意事項
・	オリエンテーリングで使用した靴を履いたままホテルの中に立
ち入ることを禁止します（キッズO除く）。

・	一般のお客様のご迷惑にならないよう、玄関からの通行および
ホテルロビーへの立ち入りは控えてください。

・	地下階のトイレの使用は、大浴場を利用される方に限定します。
・	多くの参加者が利用しますので、屋外の荷物置き場も利用して
くださるようご協力をお願いします。

ルートの共有
本大会では routegadget 等を用いたルートの共有を行う予定
です。詳しくは大会当日にご案内します。

第 5 回　ジオパーク伊豆大島オリエンテーリング大会　

  プログラム

日　程　｜ 2018年 10月 20日　( 土 )
会　場　｜大島温泉ホテル
テレイン｜伊豆大島裏砂漠・奥山砂漠（東京都大島町）
主　催　｜ ES関東クラブ
共　催　｜大島観光協会
協　力　｜東大OLK	/	KOLC	/ 千葉大 OLC	/ 朱雀 OK
協　賛　｜東海汽船株式会社 /海の精株式会社 /	株式会社椿
後　援　｜大島町 /東京都オリエンテーリング協会

タイムスケジュール
	 開場	 	 	 　6:00
	 朝食バイキング	 　	 　6:30	~			8:30
	 当日参加受付	 	 　7:30	~	10:30
	 トップスタート	 	 　9:00（要項より変更）
	 スタート閉鎖	 	 		11:45（変更）
	 フィニッシュ閉鎖	 	 		14:30

開催判断
台風や暴風・濃霧等の悪天候が予想される場合、大会前日（10
月 19 日）13 時までに開催可否を判断し公式HP、大会 Twitter
にて告知させていただきます。

受付
事前エントリーの方
本部・受付テント横から、バックアップラベル・Eカード（レ
ンタル申込者のみ）をお取りください。参加費の過不足など何
らかの不備がある方は、テント内受付までお越しください。

当日参加の方
OE/OA/OB クラスの当日参加を受け付けます。
参加費は一般・大学生 4300 円、中高生 1000 円、小学生以下
500 円です。Eカードレンタルの場合は +300 円となります。
地図の枚数には限りがありますので、なるべく公式HPより
前々日（10/18（木））までに当日参加エントリーをお願いします。



往路：港→会場
大型客船・ジェット船でいらっしゃる方
以下の客船・ジェット船に接続して、大会会場行きの大会専用
バス（片道 650 円）を運行します。入港地から大会会場までの
所要時間は約 20 分です。

東京 横浜 大島

大型客船	3000 便 22:00 23:30 6:00

東京 久里浜 大島

ジェット船	1220 便 7:35 8:40 9:40

ジェット船	1210 便 8:20 － 10:05

熱海 伊東 大島

ジェット船	1100 便 9:10 9:40 10:15

ただし、10:05	着のジェット船でお越しの方のバスは、10:15
着のジェット船の到着を待っての出発となります。ご了承くだ
さい。
往路の大会専用バスの料金は降車後支払いです。バスを降りた
後は速やかに支払用レーンに進んでください。お釣りのいらな
い方のために専用レーンを設けて時間のかからないようにしま
す。同時に復路のバス・チケット販売も行います。

元町周辺に前泊される方
入港地まで移動して大会専用バスに乗るか、路線バス／タク
シー／レンタカー等をご利用ください。
元町から大島温泉ホテルまで、タクシーで 2,650 円程度です。

参考：路線バス時刻表

発地 発時刻 三原山温泉

元町港 8:30 8:48

入港地 10:30 10:48

復路：会場→港・元町
出帆港へ
大会会場から出帆港へ大会専用バス（片道 650 円）を運行しま
す。所要時間は約 20 分です。
バスは 13 時頃より発車する予定で、満席になった時点で順次
出発します。船の出港時刻は特に考慮しません。
復路の大会専用バスの料金は事前支払いです。往路のバス降車
時または大会受付にて、あらかじめバス・チケットを購入して
ください。
購入したバス・チケットは路線バスでも使用できますが、一般
の方の迷惑にならないように、できるかぎり大会参加者は大会
専用バスを利用してください。

元町へ
出帆港が岡田港になった場合でも、元町へ直行する大会専用バ
スも運行します。フィニッシュ閉鎖時刻まで楽しんだ方も乗れ
るよう、最終の発車時刻には十分配慮します。

（大島町ホームページより転載）

  アクセス
※合宿イベント（10/21）のアクセスについては、合宿イベントについてのページをご覧ください。
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コース情報
事前エントリー

クラス 距離
(km)

登距離
(m)

優勝設定
(min.)

コントロール数 /
位置説明サイズ (mm)

ME 12.1 220 100 18 140×55
MEs 8.0 120 60 14 115×55
WE 7.2 120 65 13 110×55
WEs 5.6 75 50 11 			95×55
MA 5.8 75 45 13 110×55
WA 4.3 65 40 11 			95×55
BL 4.8 60 55 13 110×55
BS 3.6 50 40 10 			90×55

当日参加

クラス 距離
(km)

登距離
(m)

優勝設定
(min.)

コントロール数 /
位置説明サイズ (mm)

OE 7.2 120 65 13 110×55
OA 5.8 75 45 13 110×55
OB 3.6 50 40 10 			90×55

コースプロフィール
E クラスは伊豆大島裏砂漠で高難度の本格的なロングコース
を提供します。大胆なルートチョイスやそれを確実に素早
く遂行するナビゲーション能力、長距離に耐えうる体力お
よびミスにも焦らない強い精神力が試されるまさに "King	of	
Orienteering" に対応する力が要求されます。Es クラスでも距
離は抑えめであるものの、難易度は高難度の Eレベルとなっ
ています。
A/B クラスは難易度はやや控えめではありますが、基本的な線
状特徴物の利用に加えて大胆な直進など裏砂漠のエッセンスが
要求されるコースとなっています。
範囲拡張によって生まれ変わった新しい伊豆大島裏砂漠を、と
くとご堪能下さい。

注意事項
・	レンタル E-Card を紛失した場合、実費をいただきます。
・	コントロール位置説明はスタート 2分前枠で配布します。
・	テレイン内に給水地点を設けます。また一部クラスでは給水コ
ントロールを通過します。スタート /フィニッシュには給水を
設けません。

・	テレイン内に火山岩の露出している箇所が多くあるため、手
袋、長袖等の肌を露出しない服装および怪我防止のサポーター、
テーピング等の着用を推奨します。また、万が一の事態に備え
携帯電話や笛（ホイッスル）の携行を強く推奨します。ただし
テレイン内に電波状況が悪い箇所が存在します。

・	同様の理由から、健康保険証を持参することを推奨します。
・ 立ち入り禁止区域には絶対に立ち入らないでください。
・ テレイン内の火山観測機には絶対に手を触れないでください。
・	ME,MEs,WE,OE では柵に設置された扉を通過します。詳細は後
掲しますが、通るたびに扉は開けたら必ず閉めてください。

競技地図
「ジオパーク伊豆大島　裏砂漠・奥山砂漠」

（2018年		NishiPRO拡大修正版）
　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	 A3 (ME, MEs, WE, WEs, MA)	・	A4	(WA,	BL,	BS)
　地図図式　JSOM2007 準拠
	 	 　　※	"3.7	Overprinting	symbols"のみISOM2017準拠
　コントロール位置説明　ISCD2018 準拠

　特殊記号	 ×：火山観測機	/	休憩用のテーブル
	 	 ○：炭焼き窯跡	 　　○：独立樹

競技概要
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 社電子パンチングシステム（E-Card）使用

誘導
会場→スタート地区	 ｜　青テープ　1km	( 徒歩約 20 分 )
競技中誘導	 	 ｜　赤白テープ
フィニッシュ後は、役員の指示に従い速やかに計算センターに
向かってください。

スタート・フィニッシュ閉鎖・競技時間
スタート閉鎖は11:45です。これ以降の遅刻出走は認めません。
競技時間は 4 時間、フィニッシュ閉鎖時刻は 14:30 です。
フィニッシュ閉鎖時刻にかかわらず競技時間を厳守してくださ
い。競技時間内に競技を終えなければ失格となります。
ジェット船で来島の一部の競技者に関しては競技時間をフルに
確保できませんが、フィニッシュ閉鎖の厳守をお願いします。
競技終了後は帰還の確認のため、棄権の場合も必ず計算セン
ターを通過してください。

調査依頼
競技に関して疑義がある場合には調査依頼を受け付けます。
調査依頼は大会本部にて行ってください。競技責任者が調査し、
回答を公式掲示板に掲示します。

表彰
当日参加を除く各クラス 3位まで表彰します。しかし、本大会
では時間の都合上、表彰式を行いません。表彰対象者が確定し
次第、賞状および副賞を受付にてお渡しします。

テレインプロフィール
伊豆諸島最大の島、伊豆大島。その中心に鎮座する三原山山頂に本テ
レインは位置する。テレイン全域に溶岩由来の細かな地形が広がって
おり、日本屈指の難テレインと言えるだろう。テレインは低木が広が
り見通し・走行可能度ともに低い潅木林のエリアと、見通しがよく走
行可能度も高い砂漠エリアという対照的な二つのエリアに分かれて
おり、その比率はおおよそ1:3である。
本大会では南部に範囲を拡張しており、そこからは黒潮が育む豊かな
漁場が一望できる。黒潮という名の由来である深く吸い込まれるよう
な群青色のオーシャンビューをぜひ堪能してほしい。また、航海の際
には運が良ければクジラ、イルカといった大型の海洋哺乳類にお目に
かかれるかもしれない。砂漠でのオリエンテーリングはもちろん、航
海や観光まで非日常体験として楽しんでいただきたい。

  競技情報 ※次ページに掲載している「競技上の注意点」も必ず確認してください。



その他特徴物など
トラロープ
トラロープはテレイン内でよ
く目立ちますが、地図には表
記していません。

火山観測機
火山観測機は遠くからでも	
よく目立ちます。
（地図上では×で表記されてい
ます。）

絶対に触れないでください。

温泉の配管
大島温泉ホテル付近の道端に
配管が設置されています。
ホテルの大切な施設なので、
踏んだり破損させないよう
十分注意してください。

コントロール
今回のテレインは自然保護地
区であるため、一部にカラー
コーンに取り付けて地面に置
いただけのコントロールがあ

ります。

キョン対策の柵
テレイン内には、キョンと呼ばれる小型のシカ対策のために柵
（ネット）が貼られている箇所があります。

写真左側のものは、地図上では「高い柵 (524)」で表記されて
います。通過禁止です。また、手を触れないでください。
また、写真右側のような未完成のネットは「壊れた柵 (523)」
で表記されています。地面に落ちていることが多く、見落とし
やすいです。靴に絡まりやすいため注意してください。

柵の開閉方法
ME,	MEs,	WE,OE クラスでは柵に設置された扉を通行します。

①	このような扉が複数あります。
②	網の隙間から指を入れ、留め具を上げてください。
③	留め具を上げたら、手で押して開けてください。	
④	扉を開け放つとキョンが逃げてしまうため、開けた扉は必ず
その都度閉めてください。
＜注＞
ME, MEs, WE,OE以外のクラスは柵の奥に行くことはありません。
過去に参加者がテレイン東部にマップアウトし、捜索対象とな
る事例が発生していますのでご注意ください。

  競技上の注意点

①
③
②
④

狩猟
現在、キョン対策として銃器を使用した狩猟が実施されていま
す。大会開催日は近隣エリアでの狩猟を中断していただいてい
ますが、島内では狩猟が行われている箇所があります。マップ
アウトが危惧されるエリアには監視員を配置していますので、
万一の事態を避けるため、監視員から呼び止められた際は必ず
指示に従ってください。



概要
日　程　　｜2018年 10月 21日　( 日 )
会　場　　｜大島温泉ホテル
テレイン　｜伊豆大島裏砂漠・奥山砂漠（東京都大島町）
プランナー｜橘	孝祐
コーチ　　｜宮川	早穂、中村	茉菜、栗本	開、木島	佑輔

タイムスケジュール
08：00	 温泉ホテル集合
08：20	 温泉ホテル出発
	 	 説明・メニュースタート
10：15	 メニュー終了・拠点集合　リレー競技説明
10：30	 リレースタート
11：00	 リレーウムスタート
11：30	 リレーフィニッシュ閉鎖
	 	 帰宅メニューで温泉ホテルへ
	 	 （帰還後随時入浴、食事）
12：30	 撤収完全終了
13：47	 温泉ホテル発（路線バス）

重要事項
・	メニュー拠点に給水は準備しておりますが、それ以外の補給食
等は必要に応じて各自準備ください。
台風や暴風・濃霧等による悪天候が予想される場合、前日（10/20
（土））21 時までに開催可否を判断し HP、大会 Twitter にて告
知させていただきます。

・	温泉ホテルでの入浴が 500 円で利用できます。
・	昼食およびリレーの参加に関するアンケートを行いますので、
10月 17日（水）までに以下のアンケートに回答をお願いします。	
https://eskantoc.com/izuoshima2018/camp/

    合宿イベント

アクセス
往路
7:30 に元町の大島バス営業所より会場行きの合宿専用バスを運
行します。（下図参照）
往路の合宿専用バスの料金は事前支払いです。バスに乗る時に
係員に 650 円をお支払いください。

復路
路線バスをご利用ください。参加者全員が乗れるようにバスの
台数を増やす予定です。
復路のバスの料金は降車時支払いです。バスを降りるときに現
金で 650 円をお支払いください。

参考：出帆港行き路線バス時刻表

三原山温泉 着時刻

11:27 → 11:45

13:47 → 14:05

14:37 → 14:55

メニュー一覧

クラス 距離 (km) 概要

Kyoten 2.1 ホテルからメニュー拠点へ向かうコース。アップだからといってあなどることなかれ。

Compass 2.6	 短めのレッグで方向維持の練習。ショートカット可。

Race 4.8	
前日とは打って変わり、全日本ミドル＠勢子辻に向けた本格的なミドルレース。
スピードの緩急が重要。

Ocean	View 4.1	
裏砂漠を気持ちよく走れるコース。コントロール位置は比較的平易。
晴れればオーシャンビューも！

Relay 2.3~2.4	 2 人リレーです。チームはランダムに組みます。ビジュアル有。チームメイトを応援しよう！

Onsen 1.3 メニュー拠点から帰るコース。帰るまでが合宿ということで、伊豆大島を最後まで楽しんでください。

・	すべてのメニューで計時が可能です。
・	メニューの地図枚数には限りがあります。譲り合ってご利用ください。Kyoten、Onsen の地図は人数分ございます。
・	リレーのチームは後日掲載させていただきます。リレー参加に関してはアンケートでお答えください。
・	コーチングを希望される方は、随時拠点にいるコーチまで申し出てください。



  運営者一覧

　実行委員長	 	 	 	 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
　合宿責任者	 	 	 	 橘　　孝祐
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   問い合わせ

大会前日までのお問い合わせは大会公式HPよりお願いします。
	 URL:	https://eskantoc.com/izuoshima2018/

大会公式 Twitter：@eskantoc	

大会当日の問い合わせ・緊急連絡はこちら
	 TEL	:	090-3100-9510	　（大会実行委員長　宮川	早穂）
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