
[大会名] 伊豆大島ウルトラマラソン２０１８
[主 催] 伊豆大島ウルトラマラソン実行委員会
[主 管] 伊豆大島陸上競技協会
[後 援] 大島町、大島町教育委員会、大島体育協会、大島観光協会、東京都大島支庁 ※予定

[協 力] 大島警察署、大島交通安全協会、大島防犯協会、大島町婦人会、大島バレーボール協会、スポーツ推
進委員、大島町地区体育会連合会、大島町商工会、(公社)大島町シルバー人材センター、大島旅客自
動車株式会社、大島マリンサービス株式会社、NPO法人波浮の港を愛する会、大島レディース、波浮
港みはらし休憩所、三原山歌の茶屋、一般社団法人シャイニング、ビーアシスト株式会社 ※予定

[協 賛] 東海汽船株式会社、海の精株式会社、株式会社椿、TARO‘s ※予定

[開催日] ２０１８年 ４月 ７日（土）
[主会場] 元町港船客待合所 （東京都大島町元町）
[種目/参加資格/定員/参加料（保険、競技中の飲食代を含む）]

（Ａ）５０ｋｍの部（男子・女子） ※制限時間8時間 最大標高差365m/獲得標高871m

〔参加資格〕高校生以上の健康な男女 (定員300名) 〔参加費用〕 9,000円
（Ｂ）７０ｋｍの部（男子・女子） ※制限時間10時間 最大標高差562m/獲得標高1438m

〔参加資格〕 18才以上の健康な男女 (定員300名） 〔参加費用〕 12,000円
[表 彰] 総合1位～3位（種目別・男女別）

年代別第1位（男女別29歳以下、30歳台、40歳台、50歳台、60歳以上） ※総合入賞者除く
[参加賞] 主会場で使える金券（大島土産、地元の食材を使った飲食にご利用できます）、温泉入浴券
[完走賞] 完走者全員に完走バスタオルを進呈
[完走証] 完走者全員に完走証を当日発行

2018年 春！
伊豆大島から新たに始まるウルトラマラソン！！
三原山を仰ぐダイナミックコース、伊豆半島と富士山を海越しに眺める絶景コースと、島ならではの
コースレイアウトに他では体験できない感動があります！
海風！山風！最大標高差562m！獲得標高1438ｍ！！に伊豆大島からウルトラ挑戦状！
2018年 春、新たなウルトラマラソンのスタートです。

ＴＯＰアスリート一による無料練習会＆コース攻略講習会開催！！

西田隆維/川内鮮輝/川内鴻輝による「特別講習会」開催！〔無料〕

伊豆大島からのウルトラ挑戦状！

伊豆大島ウルトラマラソン2018

海風！山風！最大標高差562m！獲得標高1438m!！

大会概要

大
会
ゲ
ス
ト

西田隆維
(元世界陸上日本代
表選手）
栃木県出身 駒沢大
学卒、ヱスビー食品
などで活躍
引退後、俳優と後進
の育成に活躍 中
〔オーランド所属〕

川内鮮輝
(川内優輝三兄弟
次男)
埼玉県出身 國學
院大学卒、
共立印刷社員後フ
リー。各種大会にて
活躍中
〔㈱Ｋ・Ｋスポーツ〕

Ｍ高史
(川内優輝そっくり
芸人）
東京都出身 駒澤
大学卒業 福祉施
設職員に就職後、
「ものまね 芸人」
に。ものまねショー
などで活躍中

川内鴻輝
(川内優輝三兄弟
三男)
埼玉県出身 高崎
経済大学卒、
モンテローザマラ
ソン部後フリー。各
種大会にて活躍中
〔㈱Ｋ・Ｋスポーツ〕

コース監修 [川内鮮輝（柴又100K優勝ほか）]
[川内鴻輝（隠岐の島ウルトラ優勝ほか）]

※最強市民ランナー川内優輝選手実弟

大会アドバイザー［西田隆維(元世界陸上日本代表）］



関門①＝元町港船客待合所前〔11ｋｍ：8時40分/100分） / 関門②＝大島公園前 24.3km地点（11時/240分）
関門③＝波浮港見晴台 39.2km地点（13時/360分） / 関門④＝元町港船客待合所前 50km地点（15時/480分）
関門⑤＝三原山展望駐車場 60km地点（16時/540分） ※関門④、⑤は70K

※関門締切時間以外でも、関門締切に間に合わないと判断した場合は競技中止を命ずる場合があります。
・視覚障碍者等で伴走者が必要な方は、伴走者とともにご参加ください（伴走者の方もエントリーが必要です）。
・コースの性質上、車いすでのご参加はできません。
▼その他
※開会式、ゲスト無料講習会、座談会、抽選会は、大会前日（4/6）に開催されます(抽選会はナンバーカードを使っておこないますので持参願います）。
※最終要項は、開催一週間前迄にメール添付しその後ナンバーカード（ゼッケン）・東海汽船乗船割引券などと一緒に送付いたします。
※ナンバーカード(ゼッケン)は最終要項と一緒に送付いたします。当日必ずお持ちください。なお、忘れてきた場合は、会場で有料にて再発行いたします。
なお、大会に不参加の場合は、同封されている返信封書にて必ずご返却願います（返却されなかった場合は有償となります）。
※競技終了後、ナンバーカード裏のチップのみ返却願います。返却されなかった場合は、実費請求されます。
※最後まで走った方は、完走バスタオルと完走証を発行します。
※エイドステーションでは、ドリンクや補給食の提供をおこなっております。場所によって内容が異なりますので楽しみにご利用ください。
※大会競技規則及び競技役員の指示に従わない場合失格とします（全ての参加者が対象）。
※申し込み後の種目変更・キャンセルはできません。また、荒天や不慮の事故、天災地変等により止むを得ず大会を中止、または競技の変更があって
も参加申込金等の一切の返金は行いません。同様に、参加にかかった交通費、宿泊代など経費の補償、返金などは一切行いません。
※荷物は荷物置場、またはコインロッカーなどを利用し各自責任を持って保管する。主催者は紛失等一切の責任を負いません。
※大会開催中の疾病、負傷など如何なる事故に対し、主催者が加入した該当保険以外の責務は一切負いません。保険内容は、通院日額1,000円／入院日
額2,000円／死亡、後遺障害400万円となっております。保険内容に不安な方は、個人的に保険にご加入ください。
※大会出場中の映像・写真・記事・記録等全ては主催者に帰属します。
※主催者は、個人情報保護に関する法令を等を遵守し、個人情報を取り扱います。なお、皆さまの個人情報については参加通知の送付、記録一覧の氏
名、大会情報の送付などに利用しますので、予めご了承ください。

申込方法 【締切り：平成３０年３月１８日（日）】 〔注〕締切日前でも定員になりしだい終了いたします

大会ホームページ http://www.park-run.com/index.php/izu-um1.html
【インターネットでのお申込】
・ＲＵＮＮＥＴ（ランネット） http://runnet.jp

・ＭＳＰＯ（エムスポ） http://www.mspo.jp 【mspoのみ3/21(水・祝）23：59まで受付！】
・ＳＰＯＲＴＳ ＥＮＴＲＹ（スポーツエントリー） http://www.sportsentry.ne.jp

・Ｓｐｏｒｔｓｎａｖｉ Ｄｏ （スポーツナビＤＯ） https://dosports.yahoo-net.jp/

【電話でのお申込】 【お問合せ先】 ｅ-mail: mail@beeassist.jp

ＳＰＯＲＴＳ ＥＮＴＲＹ（スポーツエントリー） 〒190-0013 東京都立川市富士見町4-10-10

ＴＥＬ 0570-550-846（平日10：00～17：00） 「伊豆大島ウルトラマラソン」実行委員会 [平日10:00～15:00 ｔｅｌ042-595-8632]

伊豆大島案内＆コース ※東京都大島町

スケジュール

【4/6】選手窓口/№カード忘れなど（14:00～17:00）

ゲストによる無料講習会（15:00～16:00）

開会式/元町港船客待合所(16:00～16:30）

ゲストによるトークショー＆コース攻略法

参加者を対象に抽選会（17:00～）

【4/7】選手窓口/№カード忘れなど対応(6:00～7:00)

7:00 スタート（50K）（70K）

8:40 元町港船客待合所（11km関門）

11:00 大島公園前（24.3km関門）

13:00 波浮港見晴台（39.2km関門）

15:00 元町港船客待合所(50km関門)※50K制限時間

16:00 三原山展望駐車場（60km関門）

17:00 競技終了※70K制限時間

元町港船客待合場
・開会式
・スタート＆フィニッシュ
・無料講習会

[スタート] 7：00 〔（Ａ）５０ｋｍの部（男子・女子） （Ｂ）７０ｋｍの部（男子・女子）〕同

時スタート
[コース] 元町港船客待合所発着、サンセットパームラインより大島一周道路（都道
208号）を時計回りに一周し元町港へ（50Kはフィニッシュ）、「70K」はその後「御神火
スカイライン」にて三原山山頂駐車場へ、その後山を下り大島一中前を通過し元町
港船客待合所にてフィニッシュ。
[エイド] 約5kmごとにエイドを設置し、食べ物、飲み物をご提供いたします。
[競技内容]

・この大会は大会に関するすべての人の「安全」を最優先します。
・コースは、スタートから10km付近までを除き車両規制をおこなっておりません。大
会中の走行は原則、左側通行となりますので必ず道路交通法を遵守してください。
歩道のある道路は、必ず歩道を利用してください。
なお、コース誘導員の指示がある場合には、その指示に従って走行してください。
・競技規則は平成30年度日本陸上競技連盟規則、本大会申し合わせ事項による。
・競技は、17：00を持って全て終了いたします。その後の競技続行はできません。
・選手の安全管理、交通、警備、競技運営上、関門を設け閉鎖時間を設定いたしま
すので必ず関門員の指示に従う事。

1

3

2

コースは、元町港船客待合所発着による
［1］伊豆半島・富士山を望むサンセットパー
ムライン⇒［2］大島周回道路⇒［3］御神火
スカイラインの順に競技いたします。
※(A)50Kは［1］・［2］、(B)70Kは［1］～［3］
(A)50kの部(制限時間8時間)

最大標高差365m/獲得標高871m

(B)70Kの部(制限時間10時間)

最大標高差562m/獲得標高1438m

伊豆大島へのアクセス
離島である大島へは、東海汽船(TEL03-5472-9999)の大型
客船またはジェット船での移動となります。予約は2カ月前の
同日となります。
※東海汽船の割引券を、大会参加者、応援者の方に大会最
終案内書に同封いたします（3月下旬発送予定）。乗船日に東
海汽船窓口にてご利用いただけます。
宿泊は、大島観光協会(TEL04992-2-2177)にてご案内いたし
ます。交通手段が決まりましたらご相談ください。

50K 70K



<< 誓 約 書 >>
1. 参加者は、大会および関連行事の開催中に負傷した場合、または、それらに基づいた後遺症が発生した場合、あるいは、死亡した

場合において、その原因の如何を問わず大会に係わるすべての大会関係者に対する責任の一切を免除いたします。また、参加者
に対する補償は、大会に掛けられた傷害保険の範囲内であることを確認了承します。従って、参加者自身・参加者の近親者・相続
人など全ての関係者のいずれからも、参加者が被った一切の傷害について賠償請求・訴訟およびそれらのための弁護士費用など
の支払請求を一切行わないことを誓います。

2. 参加者は、競技中に参加者が被害者又は加害者となる事故が発生した場合、原因の如何を問わず、自己責任において処理し主催
者及び責任者に責を帰さないことを誓います。また、主催者により続行に支障があると判断された場合は中止勧告を受け入れます
。参加者が大会中に負傷したり、事故に遭遇したり、あるいは発病した場合には、参加者に対し処置が施されることを承諾し、その
処置の方法および結果に対しても異議を唱えません。保険内容は、死亡・後遺障害400万円、入院（日額）2,000円、通院（日額）
1,000円です。補償内容に不安がある方は、各自で新たに保険に加入されるようお願いいたします。

3. 自己都合による申込後の種目変更、キャンセルは受付できません。また、過剰入金、重複入金の返金はいたしません。

4. 地震、荒天、風水害、河川の急な増水、事件、事故、紛争、その他の理由により、大会を縮小、中断、中止する場合がありますが、
その場合でも参加料の返金等は一切いたしません。上述以外でも、主催者が大会開催可否を決定する場合があります。何らかの
事由で大会の中止等が発生する場合の通知は、メール及び大会HPにて行います。

5. 参加者は、参加者の映像・写真・記事・記録等は主催者に帰属し、その情報が大会主催者が作成するウェブサイト、大会パンフレッ
ト、大会に関連する広報物、報道並びに情報メディアにおいて使用されることを了解し、付随して主催者が制作する印刷物・ビデオ
並びに情報メディアなどによる商業的利用を承諾します。

6. 申込者の個人情報は主催者および企画運営者にて適切に管理し、申込内容の確認・連絡、記録発表（リザルト等）、次回大会の案
内その他大会に関するサービス提供のために利用します。これらは大会協賛・協力・関係団体を通じて行うことがあります。また、主
催者・企画運営者・大会協賛・協力・関係団体の各サービス案内のために利用することもあります。なお、個人を特定できない統計
情報を作成し、よりよいサービスを提供するため事業に活用することもあります。

7. 貴重品は各自の責任で保管してください。主催者は盗難・紛失の責任を負いません。
また、公共交通機関の遅延や運休等を理由とした参加料の返金等には応じられません。

8. 走行は、十分注意してください。主催者、大会運営者の指示、誘導には従っていただき競技にご参加ください。

9. 公共の場所を利用しますので、ごみ等は各自で責任を持って処分してください。

10. 記録計測用のＩＣチップを紛失された場合、紛失費用をご負担いただきます。

11. 大会当日発行される完走証の順位は暫定順位となります。正式な順位は後日大会HPで公開する結果を正式な大会結果といたしま
す。なお、完走証の再発行は行いません。

12. その他規則は本大会の申し合わせ事項により行います。規則や係員の指示に従わない場合は、失格の対象になる場合があります
。

平成 年 月 日

参加者氏名(代表者氏名) ㊞

＊保護者氏名(18才未満の参加者の場合) ㊞

種 目 (参加種目に○）
※年齢欄も記入

（Ａ） 50km男子 ・ 50km女子
（B） 70km男子 ・ 70km女子
［ 29歳以下 ・ 30歳台 ・ 40歳台 ・ 50歳台 ・ 60歳以上 ］ ※大会当日年齢

氏 名 性 別 男 ・ 女
生年
月日

年 月 日

(大会当日年齢 才)

住 所

〒 －

E-mail： （ ） -

【申込書】 伊豆大島ウルトラマラソン2018


