
主催／江田島 SEA TO SUMMIT®実行委員会
後援／環境省中国四国環境事務所、観光庁、スポーツ庁、ジャパンエコトラック推進協議会、
　　　広島県、江田島市

14:50～15:50

15:50～16:00

【会場】 わくわくセンター（農村環境改善センター）
開会式

里海の研究発表

大会説明

会場案内・アクセス 

◎大会受付・大会スタート・閉会式

【会場】サンビーチおきみ（ウミノス スパアンドリゾート）
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（農村環境改善センター）

◎開会式・環境シンポジウム

【会場】わくわくセンター

14:15～14:45

14:00～14:10

瀬戸内海

入鹿明神社

大会受付、
大会スタート、
閉会式

※カヌーやバイク等の搬出入時以外は
　車両は会場に進入できません。
※車両は第1・第2駐車場に駐車してください。

第2駐車場

第1
駐車場

P

P

⬅ 沖美ふれあいセンター方面
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自転車
置き場

大会受付

サンビーチ
おきみ
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基調講演
「冒険への挑戦」

「丸い島はどこにある？ －島の形と地質の関係－」

広島県江田島市沖美町是長1433-2　
・広島呉道路「呉IC」から車で約60分
・広島港（宇品）→フェリー約40分「三高港」下船、車で約15分

広島県江田島市能美町鹿川2011番地2
・広島呉道路「呉IC」から車で約45分
・広島港（宇品）→フェリー約40分「三高港」下船、車で約15分

環境シンポジウム環境シンポジウム 参加無料どなたでも
参加いただけます。

※ご来場の際は、能美福祉
　センターまでお越しください。

※ご来場の際は、能美福祉センター
　までお越しください。

6月11日●土

［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 06-7670-3186   FAX 06-6531-5536   〒550-0013  大阪市西区新町2-2-2

オフィシャルウェブサイト

https://www.seatosummit.jp/

https://etajima-canoe-club.jimdo.com/

荻田 泰永  Yasunaga Ogita

北極冒険家

大柿高等学校 自然科学部
自然科学における様々な分野に興味を持った生徒が集い、天体望遠鏡を使って
黒点観察を行う等、意見を交流しあいながら、科学の面白さを広めている。全国の
島の形を調査した研究では昨年度全国総合文化祭に出場し、その成果を認めら
れた。今年度も東京にて発表を行う予定になっている。

20年間で16回の北極行を経験し、極地冒険における移動距離は10,000km以上に及
ぶ「日本唯一の北極冒険家」。世界初踏破となる、グリスフィヨルド～シオラパルクをつな
ぐ1,000ｋｍの単独徒歩行や、日本人初南極点無補給単独徒歩到達に成功するなど、
世界有数のキャリアを持つ。TBS「クレイジージャーニー」やNHK「ニュースウォッチ９」へ
の出演のほか、雑誌・新聞等でも紹介されるなど、国内外のメディアからも多く注目され、
2018年には「植村直己冒険賞」を受賞した。

わくわくセンター
（農村環境改善センター）

開会式、
環境シンポジウム
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江田島市立能美図書館

能美運動公園

カヤックに乗ってみよう！

【お問い合せ】 江田島カヌークラブ ☎ 090-6483-4725 ※海に入れる服装でお越しください。

■日時／6月12日

■場所／サンビーチおきみ（ウミノス スパアンドリゾート）

■受付／10:00～12:00 

■料金／¥1,000
「江田島SEA TO SUMMIT®」の開催に合わせて、カヤック
の体験会を開催します。どなたでも参加できるので、
この機会にぜひチャレンジしてみてください。

km kmkmKAYAK BIKE HIKE 510 23

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/

海・里・山のつながりに思いを巡らせながら自然を体感！

22222222222000000022222222222222222222

多島美を楽しむカヤックが爽快！
瀬戸内海の多島美を望む爽快なカヤックコースと、海沿いを走る自転車コースが魅力の大会。
ハイクでは歴史の残る砲台山頂上を目指します。

6/11 12SAT SUN
江 田 島
E T A J I M A

広島県

広島県江田島市（モンベルフレンドアイランド江田島）



SEA TO SUMMIT®

連絡協議会理事長
モンベルグループ代表

辰野 勇

江田島市長

明岳 周作

江田島SEA TO SUMMIT®
実行委員会 実行委員長

伊藤 富美雄

　「江田島 ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴ®（シー トゥー サミット）」は、関係各位の協力のもとに第7回目を開催する運びとなりました。

2020年と2021年は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2年連続で全ての大会が中止となりました。今年は

万全の感染防止対策を講じ、アフターコロナ、ウィズコロナの時代を見据えた大会として開催を目指します。

　自然の循環を感じる環境スポーツイベントとして始まった「SEA TO SUMMIT®」。

　5月開催を予定していた皆生・大山大会が新型コロナウイルス感染防止の観点から早々に、中止の判断となりました。

今シーズンの「SEA TO SUMMIT®」は、江田島大会が幕開けを飾ることとなります。この江田島の自然の魅力とアク

ティビティを存分に楽しんでいただけたら思います。

　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、人と自然のかかわり

方の在るべき姿を改めて考える大会です。そんな時間を皆さんと共有したいと思います。

～ようこそ「ワクワクできる島 えたじま」へ～
　「江田島 SEA TO SUMMIT® 2022」に、江田島市内はもとより、全国から御参加いただきました選手の皆様、ようこそお越し

くださいました。江田島市民を代表して心から歓迎申し上げます。

　さて、ここ江田島市は、明治21年に旧海軍兵学校が移転して以来、「海軍兵学校の島」として全国に知られて参りましたが、広

島市の通勤・通学圏内でありながらも、カヤック、サイクリング、トレッキングなどのアウトドアを一年中楽しむことができ、さらには、「生

きた化石」と言われるカブトガニや瀬戸内海の環境シンボルであるスナメリが生息し、山ではウグイスなど小鳥のさえずりやキジの

鳴き声を聞くことができるといった、恵まれた環境にもあります。

　また、本市は、全国トップクラスの牡蠣の生産地であるほか、国際コンクールでも認められたオリーブオイルの生産地でもあり、

選手の皆様には、この「自然と人々の暮らしが融合した『恵み多き島』えたじま」を、海・里・山の各ステージで十分に肌で感じ、心

和む時間としていただけることでしょう。

　結びに、本大会の開催にあたり、御尽力をいただきました大会関係者の皆様に深くお礼を申し上げますとともに、選手の皆様

の御健闘と、有意義な江田島体験となることを祈念いたしまして、歓迎の御挨拶といたします。

～瀬戸内の魅力を楽しんで～
　「江田島 ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴ®2022」に御参加いただき、心からお礼申し上げます。

　江田島市は、広島市から南へ船で30分ほどの距離にある、四方を穏やかな瀬戸内海に囲まれた自然豊かな島です。

美しい海と自然は、我々市民にとっての誇りであり、自慢でもあります。

　選手の皆様は、どのステージでも潮風を感じ、江田島の海と自然を堪能していただけるものと思います。中でも、海のス

テージとなる入鹿海岸は眼前に世界遺産“厳島（宮島）”を望み、穏やかな波の音と瀬戸内の多島美を堪能でき、贅沢

な気分を味わうことができることでしょう。また、フードコーナーやカヤック体験コーナーなどを通して、本市の魅力を楽しんで

いただければと思います。

　そして、この大会を通して、自然の素晴らしさと大切さを知っていただいた選手の皆様の力により、多くの自然環境が後

世に引き継がれていくことを願っています。

　結びに、選手の皆様の御活躍と、大会運営の無事を祈念いたしまして、実行委員長の挨拶とさせていただきます。

江田島 SEA TO SUMMIT®2022 大会に寄せて
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江田島  SEA TO SUMMIT® 2022
開 催 要 項

主　　催 江田島SEA TO SUMMIT®実行委員会（事務局/江田島市産業部交流観光課）

後　　援 観光庁、スポーツ庁、環境省中国四国地方環境事務所、ジャパンエコトラック推進協議会、広島県、
江田島市

協　　賛 教えて!「かくれ脱水」委員会、日本ゴア合同会社、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、
坪希旅館、株式会社堀栄企画、フマキラー株式会社、Aquagarage、一般社団法人 佐伯地区医師会 江田島地区、
江田島オリーブファクトリー、三興建設株式会社、中国化薬株式会社、一般社団法人 安芸地区医師会 江田島ブロック、
一般社団法人 江田島市観光協会、有限会社濵口醤油、江田島市商工会、株式会社にしき堂、Uminos Spa & Resort、
株式会社広島ヤンマー商事、医療法人社団 吉田会 吉田病院、全農グリーンリソース株式会社、瀬戸内シーライン株式会社、
オタフクソース株式会社、株式会社アートワーク

2022年6月11日 ｰ 6月12日●土 ●日大会期日

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］料金￥13,200（税込）

［チームの部］料金￥13,200（税込）×人数
［市民割引・学生割引（大学生まで）］料金￥6,600（税込）×人数
［パラチャレンジの部］ 料金￥13,200（税込）×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

制限時間 ●11:00までにハイクスタート（約33km地点）
●12:00までに砲台山山頂に到着すること
※詳しくは次ページの地図をご覧ください。

会　　場 6月11日　サンビーチおきみ（大会受付）、わくわくセンター（開会式・環境シンポジウム/雨天決行）
6月12日　サンビーチおきみ（スタート・閉会式・抽選会／雨天決行）
　　　　 【海のステージ（カヤック）】サンビーチおきみ→小黒神島→サンビーチおきみ（約10km）
　　　　 【里のステージ（ 自転車 ）】サンビーチおきみ→（西回り）→能美市民センター→サンビーチおきみ（約23km）
　　　　 【山のステージ（ ハイク ）】サンビーチおきみ→砲台山頂上（約5km）

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、参加者全員分のカヤック装備（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 6月12日6月11日●土

【会場】 サンビーチおきみ（ウミノス スパアンドリゾート）

【会場】わくわくセンター（農村環境改善センター）

●日

【会場】 サンビーチおきみ（ウミノス スパアンドリゾート）

12:00～13:30

14:00～14:10
14:15～15:50
15:50～16:00

開会式
環境シンポジウム（→詳細P.8）

大会説明

6:00～6:30

6:50～7:00
7:00～

カヤック・自転車搬入
登山装備預かり
開会式
大会スタート

【会場】 サンビーチおきみ（ウミノス スパアンドリゾート）

14:00～
15:30

閉会式・参加者集合写真撮影
終了

大会受付
カヤック・自転車搬入

※受付をお済ませの上、搬入したカヤック、自転車にゼッケンを
　装着してください。
◆ビーチクリーンアップ
　12:00～13:30にサンビーチおきみの砂浜の清掃を行います。
　ご協力をお願いいたします。

※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。

株式会社モンベル、AIG損害保険株式会社特別協賛



【応援目安時間】 9：30ｰ12：00

【応援目安時間】 7：00ｰ11：00

【応援目安時間】 8：00ｰ10：30

砲台山頂上
（大会フィニッシュ地点）

34°22′41"N　132°39′83"E

サンビーチおきみ
（大会スタート地点）

34°22′43"N　132°38′81"E

P

江田島市役所
能美市民センター
（中継チェックポイント）

34°22′29"N　132°44′37"E

江田島 SEA TO SUMMIT® 2022 コース全体図

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

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

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】
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宇根山
（野登呂山）

542ｍ

瀬 戸 内 海

小黒神島

広島県
江田島市

カヤック
約10km

ハイク
約5 km
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スタート
サンビーチおきみ
（ウミノス スパアンドリゾート）
／標高0m
カヤックゴール→自転車スタート
→ハイクスタート

フィニッシュ
砲台山頂上／標高402m

中継チェック
ポイント

江田島市役所
能美市民センター

わくわくセンター
（農村環境改善センター） 487

487

自転車
約23km

廿日市市役所
山陽新幹線
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瀬　戸　内　海

広  島  湾

呉市役所

呉市

約10km 約23km 約5km

海のステージ
（カヤック）

里のステージ
（自転車）

山のステージ
（ハイク）

※ご来場の際は、能美福祉センター
　までお越しください。

6月12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。
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江田島 SEA TO SUMMIT® 2022 協賛団体 (順不同）

中国化薬株式会社
http://www.chugokukayaku.co.jp/

原料爆薬、防衛火工品、産業化薬品、化学製品、医薬
品分野において常に高度な技術でお客さまのニーズに
お応えしています。

各種看板、横断幕、懸垂幕、のぼり、バス広告、電柱広
告、車両サイン、ステッカー・シール類、電光表示機、テン
ト工事など、企画・製作・施工いたします。広島県及び広
島市屋外広告業登録業者です。

フマキラー株式会社
https://www.fumakilla.co.jp/

フマキラーは『ひとの命・暮らし・環境を守る』という経営理
念のもと、高性能・高品質な製品で、世界中の人 が々いつ
までも安心して快適に暮らすことのできる社会づくりに貢
献していきます。

瀬戸内シーライン株式会社
http://setonaikaikisen.co.jp/sealine/
広島～江田島三高・広島～江田島小用・広島～江田島
中町・広島～宮島・呉～江田島小用。各航路運航中。お
得な1日乗り放題「1日フリーパス」をご利用ください。

坪希旅館
https://tsuboki-ryokan.com/

夕日の美しい江田島市沖美町にある、明治創業の料理
旅館です。隠れ家のような佇まいの中で大切な人と至極
のひとときを。お食事（昼夜）・ご宿泊どちらも完全個室を
ご利用いただけます。２名様から、要予約。

http://www.hiroshima-yanmar.co.jp/
昭和21年創業以来、広島県のヤンマー特約店として、
舶用・海洋設備の販売・修理を通じ、お客様のニーズに
お応えしています。今回、広島特産の牡蠣を利用した
ティーバッグタイプの「だし」を通じ大会を応援しています。

【協力団体】
モクプ二パドリングクラブ、NPO
法人沖美町地域再生会議、沖ま
ちづくり協議会、沖漁業協同組
合、美能漁業協同組合（順不同）

【実行委員会】
一般社団法人江田島カヌークラブ、NPO法人江田島市スポーツ振興協議会、長浜カヌークラブ、江田島シー
サポート、江田島トレッキング倶楽部、江田島市スポーツ推進委員協議会、江田島市体育協会、江田島市消
防団、江田島市交通安全協会、一般社団法人江田島市観光協会、江田島市商工会、江田島市自治会連
合会、江田島市女性会連合会、江田島市公衆衛生推進協議会、株式会社モンベル、江田島市（順不同）

一般社団法人佐伯地区医師会
http://saikima.jp/

佐伯地区医師会では社会保険医療・介護保険の充実、
地域医療、地域保健並びに地域福祉の向上、医学教
育の向上、公衆衛生の指導啓発を行い、皆様の健康と
医療を考えます。

株式会社堀栄企画

株式会社広島ヤンマー商事 全農グリーンリソース株式会社
http://www.zgr.jp/

『農業に貢献する様 な々資源を提供する』会社です。港湾
での肥料・肥料原料・カオリン等の入津から、保管・包装・
輸送までの業務および、肥料・農薬や諸資材の輸出入業
務を行っています。

https://nisikido.co.jp/
もちもち感が美味しい「生もみじ」、伝統の味の「もみじ饅
頭」、広島産ハッサク・レモンを使った「せとこまち」、「広島レ
モン姫」。にしき堂は「江田島SEA TO SUMMIT®2022」
をお菓子を通じて応援します。

オタフクソース株式会社
https://www.otafuku.co.jp/

お好みソース、焼そばソース、たこ焼ソースをはじめ様々な
調味料を製造販売しております。お好み焼文化の普及に
努め、食を通じて皆様の健康と豊かさと和に貢献します。

株式会社にしき堂

医療法人社団 吉田会 吉田病院
http://www.yoshida-hospital.org/

医療法人社団吉田会吉田病院は「心のケア」を専門にし
ている病院です。広島湾に浮かぶ江田島の美しい海や緑
に囲まれた環境で、知識や経験豊富な医師やスタッフが心
を込めて皆様をサポートさせて頂きます。

aquagarage
https://www.aqua-garage.jp/

アクアガレージは “ファッションを通じて、多様なライフスタ
イルを応援し、関わる人の幸福度でno.1企業を目指す”こ
とをVISIONに掲げ、サスティナブルな商品やサービスを提
供しています。

感謝の心で『安全に・良い物を・安く・早く』を提供し、仕
事を通じて社会に貢献できることを最大の喜びとして、全
社一丸となってお客様のニーズにこたえさせて頂きます。

三興建設株式会社
http://www.sanko-g.co.jp/

https://hamaguchi-syoyu.com/
瀬戸内海に浮かぶ江田島で天保年間より醬油を作り続け
ています。「愛情料理これ一本味付け醬油」などの万能調
味料もご好評をいただいております。

有限会社濵口醤油

株式会社アートワーク
http://art-hiropos.net/

広告代理業、デザイン、印刷、ポスティング事業を通じて、
お客様満足度の向上を目指し、最新情報を伝えて地域が
元気になる一助となれるよう邁進しております。

江田島オリーブファクトリー
https://www.hiroshima-olive.jp/?mode=f6

江田島オリーブファクトリーはレストラン、ショップ、加工場
を併設した全国でも珍しい6次化施設です。海辺のガー
デン席のあるレストランではオリーブオイルかけ放題。
ショップでは魅力的な地元産品を販売しています。

安芸地区医師会 江田島ブロックは、地域の皆様の健康
をお守りするため､医療･保健･福祉の向上をめざし、皆様
の｢かかりつけ医｣として､安心で安全な健康な暮らしができ
るよう活動しております。

一般社団法人安芸地区医師会

江田島地区

江田島ブロック
http://www.aki.hiroshima.med.or.jp/

https://uminos.com/
瀬戸内海が目の前に広がる最高のロケーションが何よりも
自慢です！ビーチサイドで食べるBBQは、他では味わえません。
2022年6月よりホテル1Fにてサンセットカフェがオープン！

Uminos Spa & Resort
（ウミノス スパアンドリゾート）

（アクアガレージ）

地元協賛団体（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
http://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。

ナイトアイズ
http://cmoon.biz/

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。

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 トランゴ

日本ゴア合同会社
http://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


