
16:00～16:30

主催／鳥海山SEATOSUMMIT®実行委員会（事務局：NPO法人元気王国） 共催／山形県
後援／観光庁・スポーツ庁・環境省東北地方環境事務所・秋田県・山形県教育委員会・遊佐町・にかほ市・由利本荘市・
　　　酒田市・ＮＰＯ法人遊佐鳥海観光協会・（公社）山形県観光物産協会・（一社）にかほ市観光協会・
　　 （一社）酒田観光物産協会・由利本荘市観光協会・鳥海山大物忌神社・山形新聞・山形放送・秋田魁新報社・
　　  河北新報社・（一社）鳥海山飛島ジオパーク推進協議会 

［お問い合わせ］
SEA TO SUMMIT® 連絡協議会 事務局（株式会社モンベル広報部内）
TEL 03-3445-5408   FAX 03-3445-5435  〒108-0074  東京都港区高輪4-8-4

環境シンポジウム環境シンポジウム 9月10日●土
【会場】 鳥海温泉 遊楽里

開会式

参加無料どなたでもご参加
いただけます。

特別企画

第10回大会記念講演

大会説明

会場案内・アクセス 

大会スタート地点
【会場】西浜海岸

15:00～15:15

15:15～16:00

14:00～14:15

「鳥海山 SEA TO SUMMIT®10年を振り返って」

金子貴俊トークショー14:15～15:00
「みんなで登山の魅力を語ろう」

大会受付・開会式・環境シンポジウム・閉会式・抽選会

【会場】鳥海温泉 遊楽里（鳥海文化ホール）
山形県遊佐町吹浦字西浜2-76　【TEL】0234-77-3711

・庄内空港から国道112号線、国道7号線を秋田方面へ約35km
・山形自動車道・日本海東北自動車道・遊佐比子ICから
国道7号線を秋田方面へ約7km
・日本海東北自動車道・象潟ICから仁賀保本荘道路、
国道7号線を酒田方面へ約20km
・JR吹浦駅から約1km 

ゆ　　ら　　り

https://www.seatosummit.jp/

345
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佐藤 香奈子 鳥海山 SEA TO SUMMIT®実行委員長
NPO法人元気王国理事長

時田 博機 鳥海国定公園観光開発協議会会長
山形県遊佐町長

辰野 勇 SEA TO SUMMIT®連絡協議会理事長
モンベルグループ代表

辰野 勇 Isamu Tatsuno

SEA TO SUMMIT®連絡協議会理事長・モンベルグループ代表

1947年大阪府生まれ。1975年に株式会社モンベルを創業、現在代表取締役会長。
アイガー北壁日本人第２登、カヤックでの黒部川源流～河口までの初下降など、数々の
記録を持つ冒険家でもある。身障者カヌー大会「パラマウント・チャレンジカヌー」の開催
や、阪神淡路大震災、東日本大震災時の「アウトドア義援隊」結成など、社会活動、災害
支援活動などに力を注ぐ。山岳雑誌『岳人』編集長を務める。

金子 貴俊 Takatoshi Kaneko

俳優・タレント

1978年東京都出身。1997年に俳優デビュー。2001年映画「ウォーターボーイズ」で脚光
を浴び、数多くのドラマ、映画、舞台に出演。バラエティや教育番組にも数多く出演し、現在は
Eテレ「ビットワールド」、BS朝日「そこに山があるから」にレギュラー出演中。登山やキャンプ、
釣りが趣味で、キャンプインストラクターやダイビングなどの資格も保有。様 な々メディアでアウ
トドアの魅力を発信している。「ジャパンキャンピングカーショー2022」公式アンバサダー。

9/10 11SAT SUN
山形県・秋田県 鳥海国定公園（モンベルフレンドマウンテン鳥海山）

鳥 海 山
M t . C H O K A I

山形県・秋田県

海・里・山のつながりに思いを巡らせながら自然を体感！
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全大会でもっとも過酷なコース
SEA TO SUMMIT®の全大会の中でも一番のハードコース。
その標高差はなんと2160m！ 大自然の中で、自分の限界に
挑戦してみたい方はぜひご参加を。高山植物や日本海の絶景も楽しめます。

km kmkmKAYAK BIKE HIKE 74 21

大会プログラム

※「SEA TO SUMMIT / シートゥーサミット」は株式会社モンベルの登録商標です。

オフィシャルウェブサイト　
https://www.seatosummit.jp/



SEA TO SUMMIT®
連絡協議会理事長
モンベルグループ代表

辰野 勇

鳥海山 SEA TO SUMMIT®
実行委員長

NPO法人 元気王国 理事長

佐藤 香奈子

秋田県知事

佐竹 敬久

山形県知事

吉村 美栄子

　この度、新型コロナウイルスの感染拡大による二年の中止を経て、「鳥海山 SEA TO SUMMIT®」大会が記念すべき10回大会と
して開催される運びとなりました。山形・秋田両県の環鳥海地域である遊佐町、酒田市、由利本荘市、にかほ市をはじめ多くの関係各
位の協力の賜物です。
　海・里・山――――。
　「SEA TO SUMMIT®」は、人力だけで海から頂上を目指し、大自然を全身で感じながら汗をかき、人と自然の関わり方のあるべき姿
を改めて考える大会です。
　「SEA TO SUMMIT®」で最も過酷といわれる日本海から標高2,236mまでダイナミックに突き上げる雄大な鳥海山。その自然を満
喫すべく、全国からアウトドアスポーツを愛する人々が集います。それぞれのペースでタイムを競うことなく、かけがえのない大自然の循環
を肌で感じながら、パドルスポーツ・自転車・登山の人力のみの手段で挑みます。海と山とがつながる地域のシンボル鳥海山の魅力とア
クティビティを存分に楽しんでください。

　とうとうこの日が来ました。念願の第10回「鳥海山 SEA TO SUMMIT®」です。地域の運営スタッフ・関係者の皆様、辰野会長
はじめとする（株）モンベルの皆様、第1回大会から途切れることなくサポートしてくださった遊佐町をはじめとする、環鳥海地域の自
治体の皆様、両県の皆様。そしてなんといってもこの大会にいつも参加してくださり「今年も来たよ！」と声をかけてくださる皆様。本
当にたくさんの方々に支えてもらい、１０回を迎えることができました。感謝してもしても足りない気持ちでいっぱいです。
　「SEA TO SUMMIT®」に最初に出会ったときに、私は「鳥海山ほどこの言葉にふさわしい地域はほかにない！」と勝手に思い込
み、やってみたいと意思を伝え、それに呼応する仲間が集まり、そして民間団体を行政の方々が支援するという仕組みを作り上げて
くださいました。資金の心配、事故があったらどう責任を取るのか、など眠れない日 も々多くありましたが、今思えば必ず誰かが「大丈
夫」と背中を押してくれました。なんて素敵な方々に恵まれたんだろう、と胸が熱くなります。
　今日から２日間、携わってくださるすべての方々、参加してくださるすべての方々。そしていつも私たちを見守ってくれる鳥海山とと
もに、最高の日を過ごしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

　第10回の節目となる「鳥海山 SEA TO SUMMIT®」が3年ぶりに開催されますことをお喜び申し上げますとともに、全国からお越し
いただいた皆様を心より歓迎いたします。
　日本百名山にも数えられる鳥海山は、古くから人々の信仰を集める秋田・山形共有の財産であり、四季折 を々彩る美しい景観や、温
泉・湧水などの恵みは地域内外の方々から親しまれてきました。選手の皆様には、日本海から山頂に至るコースを通じて、雄大な自然を
体感されるとともに、かけがえのない自然について考える機会としていただければ幸いです。
　また、鳥海山麓に広がる由利地域には、「あきたこまち」や今年の秋に本格デビューする「サキホコレ」に代表されるお米、全国的にも
有名な日本酒や秋田牛など、豊かな環境で育まれた数多くの特産品があります。この機会に本県の多様な食を御堪能いただければう
れしく思います。
　結びに、本大会の開催に当たり御尽力いただきました実行委員会及び関係各団体の皆様に深く敬意を表しますとともに、類いまれ
で過酷なコースに挑まれる選手の皆様の御健闘をお祈りし、歓迎の挨拶といたします。

　記念すべき第10回「鳥海山 SEA TO SUMMIT®」の開催にあたり、お祝いを申し上げますとともに、全国各地からお越しいただい
た皆様を心から歓迎いたします。
　日本百名山に名を連ねる名峰「鳥海山」は、四季の彩りが鮮やかで、凛とそびえる気高い姿から「出羽富士」とも呼ばれ、山形県と秋
田県にまたがる両県の貴重な山岳観光資源です。選手の皆様には、広大な日本海から続く美しい大地を駆け抜け、鳥海山山頂に至
る雄大な自然を全身で体感していただきたいと思います。
　本県は、鳥海山をはじめ多様な山々が数多くあり、面積の大半である７２％を山地が占め、県名が示すとおり、山の県であります。本
年８月には、第６回「山の日」全国大会が本県で開催され、本県の山の魅力が全国に発信されました。県としましては、これまで以上に多
くの皆様に県内の山々や温泉に訪れていただけるよう、観光地域づくりを進め、経済活性化につなげてまいります。
　皆様には、海・里・山の豊かさや自然環境保全の重要性を考える機会としていただきながら、本県並びに環鳥海地域の魅力を存分
に満喫していただければと思います。
　結びに、本大会の開催に向けて、御尽力いただいた関係者の皆様に深く敬意を表しますとともに、大会の御成功と選手の皆様の
御活躍を心から祈念申し上げ、歓迎の挨拶といたします。

鳥海国定公園
観光開発協議会会長
山形県遊佐町長

時田 博機

　「鳥海山 SEA TO SUMMIT®」に全国各地から参加された皆様、ようこそおいでくださいました。環鳥海の自治体３市１町を代表し、
心より歓迎申し上げます。
　鳥海山は日本海からそびえ立つ独立峰で、潮風薫る海岸や実り豊かな平野からは秀麗な山容が見渡せ、また登山道からは雄大な
パノラマとなって日本海を眼下に見ることができます。まさにSEA TO SUMMIT®の名のとおり、海から里へ、そして山への自然の移り
変わりや魅力を最も感じることができる山だと自負しております。海抜0ｍから2,000ｍに至るコースの中、カヤック・自転車・ハイクに挑
む皆様が、この地域の魅力を全身で感じて楽しんでいただき、自然への感謝と感動があふれる大会にしていただきたいと思います。
　また、現在「日本ジオパーク」に認定されている「鳥海山・飛島ジオパーク」は、環鳥海３市１町が地域一丸となり「ユネスコ世界ジオ
パーク」の認定に向けた世界を目指す活動を進めています。ぜひ皆様からは、このエリアの魅力ある自然や文化・歴史のスポットを見
て、ふれて、味わっていただき、より思い出深い大会にしていただけたら幸いです。
　最後に、この大会のために、特にご尽力をいただきました（株）モンベルの辰野会長はじめ、佐藤香奈子実行委員長、ならびに多くの
スタッフの皆様に敬意を表するとともに、今後のSEA TO SUMMIT®のさらなる発展をお祈りし、歓迎の挨拶といたします。

秋田県にかほ市長

市川 雄次

　「鳥海山 ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴ®」が節目となる第１０回記念大会を迎え、盛大に開催されますこと心からお祝い申し上げますととも
に、全国各地からお越しいただきました皆様を心から歓迎いたします。
　本大会の舞台は、自然豊かで美しい景観に囲まれ、日本海の海岸線から鳥海山の山頂までわずか１６ｋｍという世界的にも珍しい地
形を活用した魅力あふれるコースとなっております。雄大な自然を全身で体感し、楽しみながらゴールを目指していただきたいと思います。
　この地は、にかほ市、遊佐町、由利本荘市、酒田市の３市１町が「鳥海山・飛島ジオパーク」として認定を受けております。今後は、
３市１町が一丸となって活動を進め、ユネスコ世界ジオパークへの登録を目指してまいりたいと考えております。
　結びに、いまだ新型コロナウイルス感染症の影響が続く中ではありますが、感染症対策を徹底しながらの大会開催にご尽力いた
だきました関係者の皆様に深く感謝申し上げますとともに、選手の皆様の御活躍と大会の御成功をご祈念申し上げ、歓迎の挨拶と
いたします。

鳥海山 SEA TO SUMMIT®2022 大会に寄せて

鳥海山  SEA TO SUMMIT® 2022
開 催 要 項
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共　　催 山形県

主　　催 鳥海山 SEA TO SUMMIT®実行委員会（事務局／NPO法人 元気王国）

後　　援

協　　賛 教えて!「かくれ脱水」委員会、日本ゴア合同会社、日本航空株式会社、ナイトアイズ、株式会社ビクセン、プロトレック、
株式会社アリスト、アゾロ、フォッジルズ、ギアエイド、グレイル、ヘリノックス、ヒューマンギア、ジェットボイル、クピルカ、
ラフウェア、トランゴ、鳥海国定公園観光開発協議会、庄内風力発電株式会社、株式会社庄内環境エネルギー、
加藤総業株式会社、ビット・パーク株式会社 、合資会社高橋酒造店、株式会社さくらんぼテレビジョン、
酒田米菓株式会社（順不同）

株式会社モンベル、AIG損害保険株式会社特別協賛

2022年9月10日　ｰ 9月11日●土 ●日大会期日
9月10日　鳥海温泉 遊楽里
9月11日　西浜海岸（スタート）、鳥海温泉 遊楽里（閉会式）
　　　　 【海のステージ（パドルスポーツ）】西浜海岸→吹浦港防波堤内2周→西浜海岸（約4km）
　　　　 【里のステージ（ バイク ）】西浜海岸→駒止→鉾立駐車場（約21km）
　　　　 【山のステージ（ ハイク ）】鉾立駐車場→御浜神社→鳥海山大物忌神社〔山頂御本社〕（約7km）

会　　場

定　　員 先着300名（募集人数に達し次第、受付を終了します）

［シングルの部］ 税込料金￥13,200
［チームの部］ 税込料金￥13,200×人数
［パラチャレンジの部］ 税込料金￥13,200×人数（健常者や伴走者を含めた総人数）
※参加費には［環境保全協力金¥500］を含む

参  加  費

参加資格 ●シングルの部：高校生以上　チームの部：中学生以上
●健康な方で、参加者全員分のパドルスポーツ装備（パドル・ライフジャケット・フラッグの装着を含む／SUPの場合リー
シュコード必須）、自転車装備（ヘルメットを含む）、水分補給のための給水用装備を用意できる方
●大会事務局より大会参加承認を受けた方
※病弱、心臓に障害のある方は参加できません。 ※18歳未満の参加には保護者の同意が必要です。 ※年齢は大会当日を基準とします。

日　　程 9月11日9月10日●土
【会場】 西浜海岸

【会場】 鳥海温泉 遊楽里

●日
【会場】 西浜海岸

11:00～13:30

11:00～13:30
14:00～14：15
14：15～16：00
16：00～16：30

大会受付
開会式
環境シンポジウム（→詳細P.8）
大会説明

5:00～5:30
5:30～

参加者集合
大会スタート

【会場】 鳥海温泉 遊楽里

17:00～
18:30

閉会式・抽選会
終了

カヤック・自転車搬入

※天候およびコースの状況により変更になる場合があります。

し　め　か　け
制限時間 ●10:30までに御浜神社（登山コース約3.5km地点）

●11:10までに七五三掛（登山コース約5.0km地点）
●13:00までに鳥海山大物忌神社にフィニッシュすること
（10:30までに御浜神社にたどり着けなかった参加者は、御浜神社にて棄権とする）
※詳しくは次ページの地図をご覧ください。

観光庁、スポーツ庁、環境省東北地方環境事務所、秋田県、山形県教育委員会、遊佐町、にかほ市、由利本荘市、
酒田市、ＮＰＯ法人遊佐鳥海観光協会、（公社）山形県観光物産協会、（一社）にかほ市観光協会、
（一社）酒田観光物産協会、由利本荘市観光協会、鳥海山大物忌神社、山形新聞・山形放送、
秋田魁新報社、河北新報社、（一社）鳥海山飛島ジオパーク推進協議会



【応援目安時間】 5：30ｰ7：00

西浜海岸
（大会スタート地点）

39.0670°N　139.8727°E

鳥海山 SEA TO SUMMIT® 2022 コース全体図

自転車メンバー交代可能地点※天候およびコースの状況により変更になる場合があります
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バイクフィニッシュ→ハイクスタート 
鉾立駐車場（標高約1,150m）

スタート
西浜海岸（標高0m）
パドルスポーツフィニッシュ→バイクスタート

駒 止（標高約550m）

七五三掛
（標高約1，800m）
タイムアウト 11:10

フィニッシュ! 
鳥海山大物忌神社〔山頂御本社〕
（標高2,160m）
タイムアウト 13:00

御浜神社
（標高約1，700m）
タイムアウト 10:30

⬅

にかほ市

鳥海湖

日本海
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バイク
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ハイク約7km

秋田県
にかほ市

山形県
遊佐町

吹浦

女鹿

J
R
羽
越
本
線

鳥海温泉

酒田市

➡ コンビニエンスストア

鳥海山

1,800m

【応援目安時間】 6：30ｰ8：30

駒止

39.0132°N　139.9529°E

【応援目安時間】 7：00ｰ10：00

大平山荘

応援ポイント

PP

【応援目安時間】 7：30ｰ10：30

鉾立駐車場

39.1219°N　139.9905°E

【応援目安時間】 9：00ｰ10：30

御浜神社
※選手交代はありません

39.0670°N　139.8727°E

【応援目安時間】 11：00ｰ13：00

鳥海山大物忌神社
〔山頂御本社〕

39.0976°N　140.0487°E

エイドステーション 駐車場Pトイレ応援ポイントチェックポイント

路上駐車、自動車による自転車との併走は他の方のご迷惑となりますので、ご遠慮ください。
各応援ポイントの最寄りの駐車場　 をご利用ください。

【応援サポーターの方へ】
P

54

P

9月11日日
大会コースとチェックポイントのご案内です。
応援ポイントなどもご紹介しておりますので、ぜひ参考にしてください。



酒田米菓 株式会社

鳥海国定公園観光開発協議会
http://www.chokaizan.com/

https://co4.bitpark.co.jp/event-assist/

鳥海国定公園およびその周辺地域の観光振興および
観光資源の保護に関する施策を推進しています。

庄内地方において、クリーンエネルギーである「風」を利用
した風力発電事業に取り組み、地球環境にやさしい社会
づくりを推進していきます。
私たちは「SEA TO SUMMIT®」を応援します。

合資会社高橋酒造店
鳥海山が鎮座し、山体で磨かれた水が豊富に湧き上がる山形県遊佐町で、
100%天然水仕込みの清酒『東北泉』を醸造しております。蔵が港町に位置
していることもあり魚介ととても相性がいい酒となっております。山と海があって
初めて成り立つ酒造業者として、日々 鳥海山と麓の自然に感謝しております。

土曜のお昼12時放送「昼ドキ！TVやまがたチョイす」の「山
ぶら散歩」コーナーでは、「やまがた百名山」を訪れ、山の魅
力や自然・絶景などをお伝えしています。私たちは「SEA 
TO SUMMIT®」を応援しています。

鳥海山SEA TO SUMMIT®ではアウトドアイベント用にカ
スタマイズされたGPSシステム「ここココEvent Assist」で
協賛しています。移動経路表示や万が一の緊急コール機
能などスマートで安全な大会運営をサポートします。

http://www.sakatabeika.jp/https://www.sakuranbo.co.jp/
昭和26年創業から米菓を主軸としたスナックメーカーとし
て、東北を中心にせんべい商品を提供してまいりました。酒
田米菓株式会社は、「SEA TO SUMMIT®」を応援しま
す。
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鳥海山 SEA TO SUMMIT® 2022 協賛団体 （順不同）

株式会社モンベル
https://www.montbell.jp/

総合アウトドア用品メーカー。「FUNCTION IS BEAUTY（機能美）」
「LIGHT & FAST®」をコンセプトに、高機能な登山用品、アウトドア用品の
開発・製造・卸・販売を行っています。

AIG損害保険株式会社は、皆さまのパートナーとして、イノベーションと、グ
ローバルに蓄積した知見により、お客さまを取り巻くリスクを把握し、お客さま
が直面する問題の解決を通じて価値を提供してまいります。

AIG損害保険株式会社
https://www.aig.co.jp/sonpo

教えて！ 「かくれ脱水」委員会
https://www.kakuredassui.jp/

深刻な脱水状態の一歩手前を「かくれ脱水」と名
づけ、脱水に対する正しい知識と予防方法・対処
方法を伝えています。私たちは、深刻な脱水状態を
防ぐことで熱中症で搬送される人をゼロにしたい。

日本航空株式会社
https://www.jal.com/ja/

｢世界で一番お客さまに選ばれ、愛される航空会社｣
を目指し、一人一人のお客さまへのおもてなしの心
を大切に、世界に先駆けた挑戦を重ね、常に新し
い価値を創造しています。

アゾロ

ヒューマンギア ジェットボイル

ラフウェア

株式会社ビクセン
http://www.vixen.co.jp/

ビクセンは70年以上にわたって、双眼鏡、天体望遠
鏡、ルーペなどを製造している光学機器のメーカーで
す。レンズ越しに広がる美しい星空や、新しい眺めを、
より多くの人に楽しんでいただきたいと願っています。

クピルカ

ナイトアイズ
https://cmooncorp.jp

ロッキーマウンテンの麓、コロラド州ボールダーで
1989年の創業以来、日常生活からアウトドアまで、
よりシンプルに、より安全に、そして少しでも皆が楽
しくなるような商品を開発し続けています。

トランゴ

日本ゴア合同会社
https://www.gore-tex.jp/

耐久防水性、防風性、透湿性を併せ持つ機能性
素材GORE-TEXファブリクスの製造メーカー。
GORE-TEXプロダクトは、気候の変化から体を守
り、アウドトアでの活動をより快適なものにします。

プロトレック 株式会社アリスト

ヘリノックス

ギアエイド グレイルフォッジルズ

地元協賛団体（順不同）

NPO法人元気王国／鳥海国定公園観光開発協議会／株式会社モンベル

遊佐町鳥海山ガイド協会／鳥海山岳会／八幡山岳会／鳥海やわたインタープリター協会／
にかほ市スポーツイベント開催実行委員会／シーカヤッククラブ遊快倶楽部／S.M.A.R.T ／上ノ山自転車

実行委員会 

協力


