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サンゴ礁が広がるエメラルドグリーンの海をカヤックで漕ぎ、
やんばる路の風景を楽しみながら自転車で走り抜け、絶景広がる多野岳頂上を目指す！　
海と山の距離を近く感じることのできる大会です。

「太陽と海と緑」を肌で感じる！　

〒905-1631 沖縄県名護市字字屋我１４３番地

主　催／沖縄 やんばる SEA TO SUMMIT® 実行委員会（事務局：SEA TO SUMMIT®沖縄やんばるコンソーシアム）

後　援／環境省沖縄奄美自然環境事務所、ジャパンエコトラック推進協議会、名護市、本部町、今帰仁村

15:00～15:35

［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

【会場】 名護市羽地支所
開会式

トークセッション「沖縄北部の自然とSEA TO SUMMIT®の魅力」

トークセッション「アウトドアスポーツを通じたバリアフリー社会の実現」

会場案内・アクセス 
◎大会スタート・パドルスポーツフィニッシュ/
　バイクスタート地点
屋我地ビーチ

◎大会受付・開会式・環境シンポジウム・閉会式
名護市羽地支所

14:00～14:10

山下 晃和 Akikazu Yamashita
モデル、NASMスポーツトレーナー

モデル、NASMスポーツトレーナーとして活動。また、旅をラ
イフワークにしながら、原稿を書くトラベルライターとしても
活動している。自転車、パックラフト、モーターサイクル、スノ
ーボード、サーフィンなど外遊び全般が好き。

中村 智 Satoru Nakamura 
なぐまさぁーの会事務局長、カヤック・地域ガイド

地元名護出身。有志の団体「なぐまさぁーの会」を中心に、地元
のお祭りや小学校の遠足でカヤック体験などを開催。
「最初に、人と人が繋がり、人と地域が繋がり、そして、地域と地
域との繋がり、大きく輪が広がってきています。カヌー体験を通し
て、楽しさや、北部のすばらしい海を他の人々へも知ってもらおう
という想いを持って活動を続けています。」

野島 弘 Hiroshi Nojima
日本チェアスキー協会理事、日本障害者ゴルフ協会理事

1962年東京都生まれ。17歳のときにバイクで直進
中にわき見運転のクルマに衝突し、脊椎を損傷。そ
の後チェアスキーを始め、1998年の長野パラリンピ
ック代表に選ばれるが、レース前のトレーニングで大
転倒、首を骨折しドクターヘリで救急搬送される。懸
命のリハビリにより再起し、2006年のトリノパラリン
ピックに出場。引退後は日本チェアスキー協会理事、
日本障害者ゴルフ協会理事などを務め、パラスポー
ツの普及のため精力的に活動している。

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
どにも力を注ぐ。山岳雑誌「岳人」編集長も務める。

〒905-1144 沖縄県沖縄県名護市字仲尾次８２９番地

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

P

14:15～14:35

沖縄県名護市・本部町・今帰仁村
（モンベルフレンドエリアやんばる本部半島・伊江島）

環境シンポジウム環境シンポジウム 12月14日●土 参加無料どなたでもご参加
いただけます。

大会説明15:40～15:55

海・里・山のつながりに思いを巡らせながら自然を体感！

km kmkmKAYAK BIKE HIKE 811 46

大会プログラム

環境スポーツイベント シー トゥー サミット®2222222222000000001111111999999999

12/ ・ 沖縄県

SAT SUN
沖縄 やんばる

Y A M B A R UO K I N A W A

※「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/
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名護市羽地支所
（大会受付・開会式・
閉会式〔抽選会〕・
環境シンポジウム・
バイクフィニッシュ地点、
ハイクスタート地点、）
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大会関係者が集まり、交流を深める前夜祭を開催します。

ウェルカムパーティーを開催します！ ■日時／12月14日　　16:00～17:00
■会場／名護市羽地支所 ■料金／¥2000

土

※事前予約制　※食事飲み物代込み



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

祖慶 良太 Ryouta Sokei 

沖縄 やんばる SEA TO SUMMIT®実行委員長、
スマートリゾート沖縄やんばる推進協会

　この度、沖縄県名護市、本部町、今帰仁村を始めとした関係各位の協力のもとに、はじめての「沖縄 やんばる SEA TO SUMMIT®
（シートゥーサミット）プレ大会」が開催される運びとなりました。
　豊かな海と山に囲まれた沖縄北部やんばる地域に、全国からアウトドアスポーツを愛好する人 が々集います。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、カヤック・自転車・登山の人力のみの手段で、地域の魅力を味わう大会
が繰り広げられます。
　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®」。そのコンセプトをもとに、365日いつでも快適な
旅やアクティビティを楽しめる新しいエコツーリズムの形として「Japan Eco Track（ジャパン エコ トラック）」 を全国各地に向けて提
案しております。「SEA TO SUMMIT®」に参加いただいた後にも、ぜひま沖縄北部やんばる地域を訪れていただき、四季折々の魅
力を感じていただきたいと思います。
　海・里・山－。
　「SEA TO SUMMIT®」では、人力だけで川から頂上を目指し、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在るべき姿
を改めて考える、そんな時間を皆さんと共有したいと思います。

　このたびはSEA TO SUMMIT®を沖縄やんばるで開催することができ、大変うれしく思います。これまでに地元の皆様とアウトドア
事業者で協力し、アウトドア体験イベントなどに取り組んできた成果が、ひとつの大きな形になりました。
　「太陽と海と緑」を肌で感じる！　
　今大会はサンゴ礁が広がるエメラルドグリーンの海をカヤックで漕ぎ、やんばる路の風景を楽しみながら自転車で走り抜け、亜熱帯
の森を抜け、360度の絶景が広がる多野岳を目指すコースで、海と山の距離を近くに感じながら沖縄の自然を十分に満喫できると思
います。
　また、アウトドアと一緒に地域を楽しめる「古民家宿での三線体験」、沖縄ならではの「さしみ屋が並ぶ商店街」、地元の人に案内してもら
う「スージグァー（路地裏）散策」などで新たな魅力を発見して下さい。
　体を動かして・おいしいごはんを食べて・地元の人と触れ合って、沖縄の全部を楽しんでいただければと思います。

沖縄 やんばる SEA TO SUMMIT®2019 
大会に寄せて

沖縄 やんばる SEA TO SUMMIT® 2019
開 催 要 項
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主　　催 沖縄 やんばる SEA TO SUMMIT® 実行委員会

後　　援 環境省沖縄奄美自然環境事務所、ジャパンエコトラック推進協議会、名護市、本部町、今帰仁村

2019年12月14日　ｰ 12月15日●土 ●日大会期日

会　　場 12月14日　名護市羽地支所（大会受付・開会式・環境シンポジウム）
12月15日　屋我地ビーチ（スタート/雨天決行）
　　　　  【海のステージ（カヤック）】屋我地ビーチ →古宇利大橋 → 屋我地ビーチ（約11km）
　　　　  【里のステージ（ 自転車 ）】屋我地ビーチ →田空の駅ハーソー公園 → 名護市羽地支所（約46km）
　　　　  【山のステージ（ ハイク ）】名護市羽地支所 → 多野岳（約8km）
　　　　  名護市羽地支所（閉会式・抽選会）

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］ 税抜き料金￥10,500（税込¥11,550）
［チームの部］ 税抜き料金￥10,500（税込¥11,550）×人数
［学生割引］ 税抜き料金￥5,500（税込¥6,050）×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、参加者全員分のカヤック装備（パドル・ライフジャケットの装着を含む／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（ハイドレーション･システムなど）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。
※高校生以下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

制限時間 ●12:00までにハイクスタート
●14:00までに多野岳頂上に到着すること
※詳しくは次ページの地図をご覧ください。

協　　賛

株式会社モンベル、マツダ株式会社、JTA日本トランスオーシャン航空株式会社、医療法人タピック特別協賛

教えて！「かくれ脱水」委員会、日本ゴア株式会社、大山ハム株式会社、ナイトアイズ、日本航空株式会社、
Be Protected Everyday、株式会社ビクセン、プロトレック、株式会社むそう商事、アリスト販売株式会社、株式会社ヤマップ、
ヘリノックス、クピルカ、パーセプション、ライオット、株式会社国建、株式会社名護パイン園、株式会社南都、
田空の駅ハーソー公園、沖縄ハム総合食品株式会社、株式会社ゆがふホールディングス、（順不同）

12月15日12月14日●土

【会場】 名護市羽地支所

【搬入】 

●日

12:00～13:30
14:00～14:10
14:15～15:35
15:40～15:55
16:00～17:00

※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。

【会場】 屋我地ビーチ

5:30～6:30
6:30～
6:40～
7:00～

登山装備預かり
参加者集合
スタート式
大会スタート

【会場】  名護市羽地支所
15:00～
16:30

閉会式・抽選会・参加者集合写真撮影
終了

大会受付
開会式
環境シンポジウム（P.8参照）
大会説明
ウェルカムパーティ

14:40～16:30 パドルスポーツ・自転車／
屋我地ビーチ

【搬入】 
5:30～6:30 パドルスポーツ・自転車／屋我地ビーチ



【応援目安時間】 11：00ｰ14：00

多野岳頂上
（大会フィニッシュ地点）

26°35′54.9″N 128°02′57.1″E

沖縄 やんばる SEA TO SUMMIT® 2019　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

※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

。

12月15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】

54

【応援目安時間】 9：00ｰ11：00

田空の駅ハーソー公園
（バイク中継地点）

26°41′50.1″N 127°54′32.0″E

【応援目安時間】 10：00ｰ12：00

名護市 羽地支所
（バイクスタート）

26°37′24.1″N 128°01′26.0″E

【応援目安時間】7：00ｰ9：30

屋我地ビーチ
(大会スタート・パドルスポーツ
フィニッシュ・バイクスタート)

26°38′54.3″N 128°01′59.6″E

コースや主要ポイントを網羅した大会専用地図が、YAMAPアプリにて無料でご利用いただけます。
※事前にYAMAPアプリをダウンロードし、会員登録のうえ、ご利用ください。

沖縄 やんばる大会のコースマップ （協力 ： 株式会社ヤマップ）

高  低  図

多目的トイレ

https://yamap.com/maps/10065
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沖縄 やんばる SEA TO SUMMIT® 2019　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。

日本トランスオーシャン航空株式会社
　https://jta-okinawa.com/

～～「沖縄で一番必要とされるフルサービスキャリア」を目指して～～
沖縄生まれの企業として、地域に根差し、地域の発展に貢献し、沖縄の
皆さまとともに成長し、お役に立てる企業を目指します。

マツダ株式会社
https://www.mazda.co.jp/

私たちマツダは、人々に人生の輝きを提供し、地域・社会との共存に挑戦し
続けます。技術開発長期ビジョン「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言
2030」に基づき、「地球」「社会」「人」とクルマが共存する世界の実現を目指
し、「走る歓び」にあふれたカーライフを通じて、お客さまの人生をより豊かに
し、お客さまとの間に特別な絆を持ったブランドになることを目指していきます。

大山ハム株式会社
http://www.daisenham.co.jp/

2013年ドイツ農業協会（DLG）主催国際品質競技会金賞
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。

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。

「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に梅干
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。

株式会社ビクセン
http://www.vixen.co.jp/

移り変わる社会や人々の興味の流れを見つめながら、地
元に根ざした視点で沖縄の将来像を描きます。その根底に
は、住む人や働く人とコミュニケーションを深め、よりよい地
域づくりに貢献したいという想いがあります。

株式会社 国建
http://www.kuniken.co.jp

アリスト販売株式会社
http://www.arist.co.jp/

ヘリノックス
https://www.helinox.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。

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。

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

日本ゴア株式会社
http://www.gore-tex.jp/

国内最大級の登山・アウトドアアプリ「YAMAP（ヤマッ
プ）」。コースや主要ポイントを網羅した大会専用地図が、
YAMAPアプリにて無料でご利用いただけます。ルート確
認や思い出の記録にご活用ください。

株式会社ヤマップ
https://yamap.co.jp

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。

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
ています。

プロトレック
http://protrek.jp/ 株式会社むそう商事

http://www.muso-intl.co.jp/taste_of_nature.php

ナイトアイズ

｢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。

日本航空株式会社
https://www.jal.com/ja/

“香りを楽しむ虫よけ”　天然由来の虫よけに消臭効果とフ
レグランスをプラス。日本製でディート不使用。子供から大人
まで安心してお使いいただけるオールインワンスプレーです。

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。

http://cmoon.biz/ Be Protected Everyday

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。

ゆがふホールディングス
「響きあう　豊かさと夢」。私たちゆがふグループは㈱ゆがふ
ホールディングスを中心とする建設業やホテル業6社からな
る企業集団です。暮らしに密着した事業を幅広く展開して
おり、地域の皆様の快適さや心地よさに貢献して参ります。

パーセプション
https://www.canoeing.jp/

1976年、アメリカを代表するカヤックデザイナー、ビル・マス
ターによって創業。「パフォーマンス」＆「コンフォート」というコ
ンセプトのもと、より楽しむことを前提に冒険心を随所に盛り
込んだカヤッキング、それがパーセプションのスタイルです。

ライオット
https://www.canoeing.jp/

1996年、カナダ・モントリオールで生まれたカヤックブランド。
ツーリングカヤックからホワイトウォーターカヤックまで幅広く展
開し、さまざまなフィールドでパドラーをサポートしています。

フィンランド生まれのクピルカは「小さなカップ」という意味を
持ち、自然と手になじむようにデザインされています。耐久・
耐熱性に優れ、お手入れも簡単。アウトドアに最適です。

クピルカ
https://kupilka.fi/ja/

本島より絶景の古宇利大橋でつながる古宇利島に位置。
１万点以上の貝の展示やマッピングでの海底にいる感覚
になるシェルミュージアムや海抜82mの高さを誇る白亜の
展望塔は、古宇利大橋を一望できる絶好のロケーション。

古宇利オーシャンタワー
https://www.kouri-oceantower.com/

昔ながらの農村風景と近代的な「田空の駅」を併せ持つ
「癒しの空間」を演出。古来より大切にされてきた湧き水の
大川（フプガー）を中心に流域に田園風景が広がり、在来
種の農作物とヤギや様々な生き物を飼育しています。

田空の駅　ハーソー公園
http://denkuu.okinawa 沖縄ハム総合食品株式会社

皆様に愛され続けて43年。オキハムは琉球料理の担い手
として、昔ながらの伝統の味と食文化を守り、伝承していき
ます。　「琉球料理」及び黒麹菌による「琉球泡盛」文化圏
のユネスコ無形文化遺産登録を応援しています。

大石林山　南都グループ
https://www.sekirinzan.com/

やんばる国立公園に指定される景勝スポット。一歩踏み入
ると、そこは亜熱帯の自然と触れ合う楽園。奇岩や巨石、亜
熱帯の森、大パノラマなどさまざまな表情を見せる散策コー
スが琉球神話の杜に広がります。

http://yagaji-beach.com
TAPIC


