




【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
能美支所
（中継チェックポイント）

34°22′29"N　132°44′37"E

江田島 SEA TO SUMMIT® 2017　コース全体図
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※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

6月18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。

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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大会コースの主要ポイントの天気や風、波の高さなど気象情報をご案内しています。

江田島地方の気象情報  （協力 ： 株式会社ウェザーニューズ）

http://weathernews.jp/s/pinpoint/seatosummit/?area=etajima
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【協力団体】
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、江田島観光ボランティアの会、
海楽クラブ、がんねアウトリガークラブ、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、
玉津サイクル、江田島トレッキング倶楽部

【実行委員会】
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、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

バイオライト
http://www.biolitestove.jp/

ガソリンなど化石燃料を使わずに、強力で安定した焚き火ができ、さらに
発電もできる画期的なキャンピング・ストーブを開発。ソーラーチャー
ジャーやライティンググッズなど、電気の力でアウトドアを快適にします。

ヘリノックス
http://www.helinox.jp/

優れた強度と柔軟性を持つアルミニウムポールを採用した超軽量・
コンパクトなチェアやテーブル、コットなど、革新的なアイテムを生み
出すアウトドア・ファーニチャーのブランドです。

ヒューマンギア
http://www.humangear.com/

「ゴーバイト」や「ゴートゥーブ」など、アウトドアやトラベル・シーンを快
適にする、シリコーン製容器や、丈夫で軽量なカトラリー・シリーズな
どユニークなアイテムを取りそろえた、アメリカ発のブランドです。

ラフウェア
http://www.ruffwear.jp/

犬と一緒にアウトドア・アクティビティを楽しむことを提案し、その実
現のためにさまざまなギアやウエアを製造しています。

いかなる状況下でも、すばやく自然を感知する本格アウトドアギアと
してのユーザビリティを追求し、常に進化を続ける時計ブランドで
す。さまざまなフィールドへの挑戦をプロトレックがサポートします。

プロトレック
http://protrek.jp/

ＣＡＳＩＯのＥＸＩＬＩＭは1995年に世界初の液晶モニターつきデジタ
ルカメラとして誕生。ハイスピードをはじめとした独自の技術で、斬新
なモノ創りによりお客様のニーズやウォンツに応えます。

エクシリム
http://casio.jp/dc/

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。

株式会社ウェザーニューズ
http://weathernews.jp/

グローバルに展開する気象情報会社。スマホアプリ「ウェザーニュー
スタッチ」や24時間お天気情報番組「SOLiVE24」を通して、地震・
津波の発生や大雨などによる災害リスクをいち早くお伝えします。

オリンパス株式会社
http://olympus-imaging.jp/

オリンパスは映像事業を通じて、お客さまのさまざまな環境下（特に
SEA TO SUMMIT®のような厳しい環境下）でも「思い出」「夢」
を創造し、より豊かな生活を提案させていただきます。

株式会社モンベル
http://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。

株式会社SUBARU
https://www.subaru.jp/lifeactive/

2017年4月1日より、富士重工業株式会社から株式会社ＳＵＢＡＲＵ
へ社名変更し、「モノをつくる会社から、笑顔をつくる会社へ」生まれ変
わりました。これからも人生をアクティブに愉しむ人 を々応援し続けます。

株式会社ビクセン
http://www.vixen.co.jp/

ビクセンは60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。

大山ハム株式会社
http://daisenham.co.jp/

2013年ドイツ農業協会（DLG）主催国際品質競技会9年連続
金賞受賞の「カントリーロースト（スライス）」を中心に、丹念に造り
上げたハム・ソーセージ・ベーコンを食卓にお届けします。

アリスト販売株式会社
http://www.arist.co.jp/

「メダリスト」はクエン酸サイクルに基づき開発された、10年以上の実
績を誇る回復系飲料のロングセラー。1ℓで梅干し約12個分のクエン
酸とアミノ酸、ビタミン、ミネラルなど40種類の成分を配合しています。

日本ゴア株式会社
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。

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創業より２８年、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。

株式会社むそう商事
http://www.muso-intl.co.jp/taste_of_nature.php
オーガニック食品・原材料の輸入卸売業。サクッと歯ごたえの良い
玄米パフとナッツにドライフルーツの酸味がクセになる美味しさ
「オーガニックフルーツ＆ナッツバー」を提供しております。

ジェットボイル
http://www.jetboil.jp/

アメリカで数多くの賞をおさめた、アウトドア用調理器具ブランド
「ジェットボイル」。保温クッカーと熱効率の高いストーブがセットに
なった、簡単便利・軽量・コンパクトな製品を生み出しています。

アドベンチャー・テクノロジー
http://www.atpaddles.com/us/

人間工学を追求したベントシャフトパドルのノウハウで特許を持つ
パドルブランド。ホワイトウォーターからツーリングまで幅広く展開して
います。

創業百有余年の老舗仕出し店です。御祝・法事・会食など幅広く
ご利用いただけるよう、仕出し料理の製造・配達を行っております。

株式会社 一光
http://ikko.mcity.ne.jp/

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。

株式会社 休暇村サービス
http://www.qkamura-s.com/

休暇村は、日本の景色を代表する国定公園などにあるリゾートホテル
です。雄大な自然が広がる場所で、くつろぎのお部屋や新鮮な地元
食材を使った料理、のんびり浸かれる温泉をお楽しみいただけます。

全農グリーンリソース株式会社
http://www.zgr.jp/

『農業に貢献する様々な資源を提供する』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。

キリンビバレッジ株式会社
http://www.kirin.co.jp/

キリングループにおけるソフトドリンク分野の中心的存在として、
グループの共有価値である「食と健康」をテーマに、お客さまに楽し
さや新しい価値をご提供すべく取り組んでいます。

株式会社にしき堂
http://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®2017」をお菓子を通じて応援します。

合正ガーデン
合正ガーデンで検索、合正ガーデン食べログをクリック！

瀬戸内を一望できる絶景のテラスで絶品のあなごをご賞味ください！
あなご天丼定食・あなご海老天丼定食・あなご超ビッグ天丼定食ほ
か、人気のさしみ定食など各種メニューあります！

コカコーラウエスト株式会社代理店
有限会社鈴木商店

昭和３８年に開業しコカコーラ製品一筋を販売し現在に至る代理
店。本社の企業理念である飲料を通じて価値がある「商品サービス」
を提供することでお客様への満足を徹底強化し貢献して参ります。

株式会社堀栄企画

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。

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。

有限会社伊勢屋コンサルタント
www.aquagarage.tokyo/

私たち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企業を目指しています

坪希旅館
http://www.tsubokiryokan.com/

創業120余年。四季に応じた新鮮な山海の幸をご賞味いただける
料理旅館として、島内、広島周辺はもとより、広く全国のお客様に愛
されております。完全予約制でお食事のみでもお楽しみいただけます。

オタフクホールディングス株式会社
http://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。

医療法人社団大谷会
島の病院おおたに
http://www.otani.or.jp/

島の病院おおたには、３月に能美町中町に開院いたしました。地域
住民や行政と連携できる体制づくりを目指し、これからも島のための
医療に貢献するために挑戦し続けたいと思います。

株式会社広島ヤンマー商事
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。
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