
 

OSJ 奄美ジャングルトレイル大会概要 

《大会概要》 

大会名 OSJ 奄美ジャングルトレイル 

開催場所 鹿児島県奄美大島全域 

開催日 2019 年 2 月 9 日(土)・10 日(日) 

※選手受付は 9 日(土)、レースは 10 日(日)です。 

距離 50K の部:50km、累積標高 1,450m+/20K の部:約 20km 

定員 各 300 名 

参加資格 以下、1～2 の項目の条件を全て満たす方 

1.15 歳以上の健康な男女(18 歳以下の参加者は保護者の承諾必要) 

2.レースの全コース迷うことなく、制限時間内に完走の自信がある人 

3.開催地への宿泊・商店等の利用を通じて地域振興にご協力頂ける方(任意) 

参加費 50K の部:一般 8,000 円/高校生 5,000 円 

20K の部:一般 4,000 円/高校生 3,000 円 

※大会記念品・ウェルカムパーティー参加費・傷害保険を含む。 

※申込受付後は、参加費の返還はいたしませんのでご了承ください。 

表彰対象 総合男女 1～5 位/エイジ別男女 1～3 位(エイジ別表彰は総合を除く) 

制限時間 50K の部:9 時間/20K の部:4 時間 30 分 

駐車場 受付・フィニッシュ付近の奄美市役所駐車場をご利用いただけます。 

※数に限りがございます 

パーティー 2 月 10 日(日)の奄美大島満喫パーティーは、参加者・同伴・応援者ともに

4,500 円です。お飲み物・お食事をご用意します。(特産物販売有り) 

※選手受付時および当日にお申し込みの場合は、参加者・同伴・応援者とも

に 5,500 円となります。定員に達した場合、お断りする場合がございます。 

搬送バス 50K 選手対象:大会当日は奄美市名瀬小学校前⇒スタート地点[宇検村役場]

に選手搬送バスを運行する予定です。 

募集期間 2018 年 11 月 22 日(木)～2019 年 1 月 11 日(金) 

郵送の場合は 2019 年 1 月 25 日(金)必着まで 

※ただし定員に達し次第募集を終了いたします。 

協力 奄美大島チャレンジスポーツ運営協議会 

主催 OSJ 奄美ジャングルトレイル実行委員会 

企画運営 パワースポーツ 

 

 

 



 

《スケジュール》 

日程 時間 開催内容 開催場所 

2/9 

(土) 

14:00～18:30 選手受付 ※選手受付は前日のみ行い

ますので時間厳守をお願いします。 

奄美市AiAiひろば 1階 

17:00～18:30 ウェルカムパーティー・競技説明会 奄美市AiAiひろば 2階 

2/10 

(日) 

06:00 ◆50K 選手搬送バス運行 

※スタート地点まで約 60 分 

※時間になり次第、出発します。 

奄美市名瀬小学校前 

07:00～07:30 ◆50K 荷物預かり 

※フィニッシュ地点まで搬送します 

宇検村役場 

07:45 ◆50K 開会式 

08:00 ◆50K レーススタート 

12:00 ◆50K 第 1 関門制限時間 約 24km 地点 

15:30 ◆50K 第 2 関門制限時間 約 42km 地点 

17:00 ◆50K フィニッシュ制限時間 奄美市名瀬小学校 

09:00～09:30 ◇20K 荷物預かり 奄美市名瀬小学校 

09:45 ◇20K 開会式 

10:00 ◇20K レーススタート 

12:30 ◇20K 関門制限時間 約 13km 地点 

14:30 ◇20K フィニッシュ制限時間 奄美市名瀬小学校 

18:00～20:00 【共通】奄美大島満喫パーティー 奄美市内 

※内容は各所変更になる場合があります。必ず大会 1～2 週間前に郵送される最終案内で最

終確認を行ってください。 

 

 

《大会ルール》 

■競技内容・装備について 

1.定められた山岳コースのタイムレース方式とします。(所要時間の少ないものから順位を

決定します。) 

2.50K：2 ヶ所、20K：1 ヶ所の関門に制限時間を設け、これを超えた選手はレースを中止

し、スタッフの指示に従って下山してください。(関門からは車でフィニッシュ地点まで搬

送いたします。※山岳地域のため、1 時間程、待機していただく場合があります。) 

3.フィニッシュの制限時間は 50K：スタート後 9 時間、20K：スタート後 4 時間 30 分です。 

4.エイドステーションは 50K：5 ヶ所、20K：2 ヶ所を予定しています。水をご用意します。

補給食は各自で用意してください。 



5.20K レース参加者は、［※ドリンク 500ml 以上、行動食、携帯電話］を必要装備品として

ご準備ください。必要装備品は競技中、任意でスタッフが装備チェックを行うことがありま

す。 

その他、長時間の雨に耐えられるウェア、ライト（点灯確認済み）、サバイバルシート、救

急セット(ガーゼ、消毒液、絆創膏など)、携帯コップ（エイド用）、携帯トイレ、防寒着、

グローブ、ホイッスル、コンパス、山地図など本人が必要とする装備品をお持ちください。 

6.50K レース参加者は［※ドリンク 500ml 以上、行動食、長時間の雨に耐えられるウェア、

ライト（点灯確認済み）、サバイバルシート、救急セット(ガーゼ、消毒液、絆創膏など)、

携帯電話］を必要装備品としてご準備ください。必要装備品は競技中、任意でスタッフが装

備チェックを行うことがあります。 

その他、携帯コップ（エイド用）、携帯トイレ、防寒着、グローブ、ホイッスル、コンパス、

山地図など本人が必要とする装備品をお持ちください。 

7.自然環境保護のためストック・ポールの使用は禁止とします。 

8.コースのポイントには矢印表示等を設置してあります。またわかりにくい箇所にはスタッ

フを配置していますので、スタッフの指示に従ってください。 

9.失格事項を十分理解し、レースに参加してください。 

10. ゼッケンは必ず協賛社のロゴやその他記載内容が見えるように前後折り曲げずに着用

してください。加工・切り取りも禁止です。 

 

■失格事項 

1.ゴミをレース中に放棄した選手 

2.条件を偽って参加した選手 

3.競技規則に違反し、スタッフの指示に従わなかった選手 

4.規定の時間を超えて関門に到着した選手及び最終制限時間を超えた選手 

5.ゼッケンを着用しなかった選手、または加工・折り曲げて着用した選手 

6.自然保護に違反する行為があった選手 

7.不正行為があった選手 

8.55 歳以上の選手対象：大会当日から半年以内の間に健康診断を受診していない選手 

※大会当日、健康診断書の提出は不要ですが、状況により、後日提出していただく場合があ

ります。 

 

※実行委員会が全ての事項を監視することは不可能なので、大会期間中は参加選手が選手

審判員となり、失格事項に値する選手の申告制度を適用する。 

 

 

 



 

■注意事項 

1.受付場所：奄美市 AiAi ひろば 1 階にて行います。 

 受付時間：2019 年 2 月 9 日(土)14:00～18:30 

※時間厳守をお願いします。当日受付は行いませんのでご注意ください。 

2.ゴミは必ず、各自で持ち帰ってください。 

3.当日は必ず健康保険証を持参してください。 

4.レース途中天候が悪化した場合やコースの状況により、主催者側で判断し中止する場合が

あります。 

5.レース中の事故については、応急処置のみ行いますが、それ以外の責任を負いません。 

6.競技続行が不可能と判断された選手は、スタッフが競技を中止させる事があります。 

7.競技以外の荷物についてはスタッフの指示に従い所定の場所をご利用ください。ただし、

貴重品及び壊れ物については各自管理してください。主催者は紛失の責任は負いません。 

8.記録計測は計測タグを使用します。紛失・破損をされた場合実費(4,000 円)をご請求させ

ていただきます。 

9.違反内容によりフィニッシュタイムにペナルティタイムを加算する場合があります。 

 

■申込規約 

1.自己都合による申込み後の登録内容の変更、キャンセルはできません。また、過剰入金・

重複入金の返金もできません。 

2.年齢・性別の虚偽申告・申込み本人以外の出場(不正出走)は認めません。発覚した場合は

出場を取り消します。 

3.地震・風水害・降雪・事件・事故等による中止の返金はいたしません。 

4.大会出場中の映像・写真・記事・記録等の、テレビ、新聞、雑誌、インターネット等への

掲載権は主催者に属します。 

5.大会申込者の個人情報の取扱いは、別途記載する主催者の規約に則ります。 

6.私は、大会が定める必要装備品を必ず持参します。もし違反した場合は失格となる事を承

知します。 

7.上記の申込規約の他、主催者が別途定める大会規約に則ります。(齟齬がある場合は大会

規約が優先します) 

 

《問い合わせ》 

有限会社パワースポーツ イベント事業部 

〒248-0022 神奈川県鎌倉市常盤 628-3 

TEL:0467-84-8639 (平日 9:00～18:00) 


