
シー トゥー サミット®環境スポーツイベント

14:55～15:05

開会式13:00～13:30

京都府由良川 大江山
Y U R A G A W A O E Y A M A

京都府中丹地域（モンベルフレンドエリア 由良川 大江山）

10/1・2
2016

SAT SUN

KAYAK 5km BIKE 36km HIKE 7km

※「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。

主催／由良川 大江山 SEA TO SUMMIT® 実行委員会（事務局：京都府中丹広域振興局）　

後援／観光庁、環境省近畿地方環境事務所、京都府観光連盟、
　　　海の京都DMO、森の京都観光協議会、大江山観光開発協議会

オフィシャルウェブサイト　http://www.seatosummit.jp
［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 06-6531-5524   FAX 06-6531-5536   〒550-0013  大阪市西区新町2-2-2

環境シンポジウム環境シンポジウム 参加無料 どなたでもご参加
いただけます。10月1日●土

【会場】 あやべグンゼスクエア

基調講演

パネルディスカッション

大会説明

会場案内・アクセス 

大会受付・開会式・シンポジウム・由良川マルシェ 大会スタート

【会場】あやべグンゼスクエア

13:30～14:10

14:15～14:55

「森の恵み ～森・里・海のかかわりを考える～」 只木 良也 （京都府立林業大学校 校長）

「自然の繋がり ～由良川がつなぐ森・里・海～」
パネリスト

只木良也
Yoshiya Tadaki

京都府立林業大学校
校長

海・里・森のつながりに
思いを巡らせながら

自然を体感！

大会プログラム

京都大学大学院農学研究科を修了後、信州
大学理学部、名古屋大学農学部で教授として
教鞭をとる。造林学、森林生態学の分野で我が
国を代表する学者の一人。２０１２年より京都府
立林業大学校校長を務める。名古屋大学名誉
教授・農学博士、国民森林会議・会長、ＮＰＯ自
然と緑・自然大学会長など。

高御堂麻理子
Mariko Takamido

美山町自然文化村
芦生の森
ネイチャーガイド

大阪府立大学農学部大学院修士課程修了。
日本動植物専門学院の教職員などを経て、
1993年に京都府美山町に移住し、美山町自
然文化村・芦生の森ネイチャーガイドを務める。
「かやぶき屋根の下に暮らし、由良川の流れを
見つめ、森に通う日々の中で自然から教えられ
ることをお伝えできれば、幸せです」

城福健陽
Takeharu Joufuku

京都府副知事

京都大学経済学部卒業後、運輸省（現国土
交通省）入省。国土交通省港湾局企画官、経
済産業省大臣官房参事官、総合政策局公共
交通政策部交通支援課長、大臣官房参事官
（航空局併任〔近畿圏・中部圏空港担当〕）など
を経て2015年7月より現職。

1977年～2003年まで大江町役場（企画・産業振興・教育委員会部門）勤務。現在、
環境省自然公園指導員、大江地域観光案内倶楽部・会長、福知山地域里山ネットワ
ーク会議・代表世話人、福知山市国際交流ネットワーク会議・副会長などを務める。

京都府綾部市青野町亀無1番地の2
〔電車〕JR山陰本線舞鶴線・綾部駅から徒歩10分
〔お車〕舞鶴若狭自動車道・綾部ICから約15分

【会場】酒呑童子の里（日本の鬼の交流博物館）
福知山市大江町佛性寺909番地
〔電車〕京都丹後鉄道宮福線・大江駅から約20分
〔お車〕綾部宮津道路・舞鶴大江ICから約30分

【会場】神崎海水浴場
〔電車〕京都丹後鉄道宮舞線・丹後神崎駅から
　　　徒歩５分
〔お車〕舞鶴若狭自動車道・舞鶴西ICから約30分
　　　綾部宮津道路・舞鶴大江ICから約30分

モデレーター

赤松武司 Takeshi Akamatsu

大江地域観光案内倶楽部会長

由良川・
大江山
マルシェ

「海・森の京都」ならではのご当地グルメをはじめ、ジビエ
料理など中丹地域の魅力あふれる食を味わえます！

10月1日　 11:00～15:00 あやべグンゼスクエア●土
10月2日　 11:00～15:00 酒呑童子の里●日
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由良川 大江山  SEA TO SUMMIT® 2016
開 催 要 綱

2016年10月1日　ｰ 10月2日●土 ●日

［シングルの部］ 税抜き料金￥10,500（税込¥11,340）
［チームの部］ 税抜き料金￥10,500（税込¥11,340）×人数
［学生割引（大学生まで） ］ 税抜き料金￥5,500（税込¥5,940）×人数
※参加費には［環境保全協力金¥500］［傷害保険料］を含む

主　　催

後　　援

協　　力

協　　賛

大会期日

会　　場

定　　員

参  加  費

参加資格

制限時間

日　　程 10月2日10月1日●土

【会場】 あやべグンゼスクエア

●日

【会場】 神崎海水浴場

由良川 大江山 SEA TO SUMMIT® 実行委員会 （事務局：京都府中丹広域振興局）

先着100組 もしくは 300名（募集組数に達し次第、受付を終了します）

10:00～11:00

11:00～12:30
13:00～13:30
13:30～14:55
14:55～15:05
16:30～17:30

●11:00までにハイクスタート（酒呑童子の里：約41km地点）
●14:00までに大江山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。

大会受付
開会式
環境シンポジウム（→詳細P.8）
大会説明
カヤック・自転車搬入

6:00～6:30
6:45～7:00
7:00～

カヤック・自転車搬入
スタート式
大会スタート

【会場】 酒呑童子の里（日本の鬼の交流博物館）
15:00～ 閉会式（表彰式）

参加者集合写真撮影

●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の場合ライフ
　ジャケット、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。

カヤック・自転車搬入
（神崎海水浴場）

（神崎海水浴場）

※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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大会長
京都府知事
山田啓二

副大会長
福知山市長
大橋 一夫

　「由良川 大江山 SEA TO SUMMIT®（シートゥーサミット）2016」を開催いたしましたところ、全国各地から多くのアウトドア
スポーツ愛好者や御家族、応援の皆様にお越しいただき、心から歓迎いたします。
　会場となる京都中丹地域（福知山市、舞鶴市、綾部市）は、風光明媚な自然に加え、歴史や文化のロマンあふれる「もう
ひとつの京都」のコンセプトのもと、天地山海に和の源流が息づく「海の京都」や、豊かな森の恵みにあふれる「森の京都」
として、地域が一体となりその魅力発信に取り組んでおり、特に今年は、森と人とがつながる「森天地」を多くの方に体験・交流
していただく「森の京都博」を開催しているところです。
　当地域では、海から山へつながる由良川沿いを含む１周約100kmの「京都『ゆラリー』サイクリングロード」を活かし、カヌーや
自転車、山登り等の移動手段そのものを楽しむ「スポーツ・トレイル」を推進するとともに、「ジャパンエコトラック 由良川 大江山
エリア」としても登録しているところです。
　この大会を通じ、多くの出会いが生まれ、交流の輪が広まるとともに、「海の京都」や「森の京都」の魅力に触れていただく
ことにより、再び御家族やお友達などとこの地域を気軽に訪れていただく契機となりますよう、参加される皆様の御健闘を
心から願っております。

　「由良川 大江山 SEA TO SUMMIT®」は京都府をはじめとした関係各位の協力のもと、第２回目を開催する運びとなりました。
由良川 大江山の素晴らしい自然のもと、全国からアウトドアスポーツを愛好する人々が集います。１日目の環境シンポジウムに
始まり、２日目は日本海からカヤックでスタートし、それぞれのペースで、自然の循環を肌で感じながら、自転車・登山で大江山の
頂上を目指します。
　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®」。そのコンセプトを元に、365日いつでも快適
な旅やアクティビティを楽しめるエコツーリズムの取り組みが「ジャパンエコトラック」です。2016年春、その第2号エリアに、ここ
由良川 大江山も登録されました。「SEA TO SUMMIT®」に参加いただいた後にも、ぜひまたこの由良川 大江山を訪れていた
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®」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。そんな時間をみなさんと共有したいと思います。

　ようこそ福知山市へ。皆さんが最終コースと
して挑まれる大江山は、古来より酒呑童子を
はじめとする数々の鬼伝説に彩られ、鬼嶽稲荷
神社からの雲海など見所も多く、国定公園に
指定された名山です。
　鬼のモニュメントや平成の大鬼瓦に見送ら
れながら、変化に富んだ大江山の自然を楽し
んでいただき、ゴール地点「千丈ヶ嶽」から見渡す
絶景をぜひご堪能ください。

副大会長
舞鶴市長

多々見 良三
　舞鶴市は、海を玄関口に発展してきたまちで、
1901年海軍舞鶴鎮守府が設置された歴史ス
トーリーが横須賀市、呉市、佐世保市とともに、
今年4月、日本遺産に認定されました。
　今大会は、由良川の河口に位置する神崎浜
の美しい海をカヤックで巡り、由良川沿いの田園
地帯を自転車で駆け抜け、大江山へと続く、「海
の京都」の魅力を満喫できるコースとなっており
ますので、参加者の皆様には、安全な走行とご
健闘を心よりお祈り申し上げます。

実行委員長
（一社）舞鶴観光協会会長
齋藤 友幸

　「由良川 大江山 SEA TO SUMMIT®2016」に、全国各地から多くの皆様にご参加いただき心からお礼申し上げます。
当地域は、自然と伝統が息づく「海の京都」、「森の京都」として地域の魅力を高め誘客に取り組んでおり、様々な恵みをも
たらす由良川の清流や鬼伝説で名高い大江山などの豊かな自然に加え、旧海軍が残した赤れんが倉庫群やグンゼ発祥
の地としての近代化産業遺産、また、カニ・カキや、お茶・栗といった海・里・山の幸が豊富にあり、四季を通じて豊かな食も
お楽しみいただけます。
　ご参加の皆様には、様々な地域の魅力を満喫いただくとともに、それぞれのペースで安全に完走されますことをお祈り
いたします。

副大会長
綾部市長
山崎善也

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

　綾部市は歴史文化に彩られた市街地と美
しい里山が広がる田園都市です。環境シンポ
ジウムが開催されます「あやべグンゼスクエア」
は京都『ゆラリー』サイクリングロードの発着地
になっています。また、「あやべ温泉」を発着地
とした里山サイクリングコースなどもありますの
で、何度もお越しいただきサイクリングを通して
綾部の魅力を体感してください。

由良川 大江山 SEA TO SUMMIT®2016 大会に寄せて

株式会社モンベル、日本ゴア株式会社、ダイハツ工業株式会社
大山ハム株式会社、株式会社ビクセン、アリスト販売株式会社、株式会社日本HP、株式会社ウェザーニューズ、
オリンパス株式会社、プロトレック、エクシリム、パーセプション、キャメルバック、ジェットボイル、バイオライト、
ヘリノックス、ヒューマンギア、一般社団法人京都府ＬＰガス協会、株式会社DIY STYLE、有限会社ふしみや、
京都交通株式会社、食堂大江山、有限会社 山城屋茶舗、京都丹の国農業協同組合（順不同）

10月1日　あやべグンゼスクエア（大会受付・開会式・環境シンポジウム）
10月2日　神崎海水浴場（スタート／雨天決行）
　　　　 【海のステージ（カヤック）】神崎海水浴場 （約5km）
　　　　 【里のステージ（ 自転車 ）】神崎海水浴場→大江河東公園付近→酒呑童子の里（約36km）
　　　　 【山のステージ（ ハイク ）】酒呑童子の里→大江山（千丈ケ嶽）頂上（約7km）

観光庁、環境省近畿地方環境事務所、京都府観光連盟、
海の京都観光推進協議会、森の京都観光協議会、大江山観光開発協議会

グンゼ株式会社、大江観光株式会社

しゅてんどうじ

おにたけいなり



54

日本海

良
川

由

京都府
福知山市

京都府
舞鶴市

京都府
綾部市

京都府
宮津市

京都府
与謝野町

大江山
（千丈ヶ嶽）

丹後神崎駅

Ｊ
Ｒ
舞
鶴
線

京
都
丹
後
鉄
道

宮
福
線 京都丹後鉄道宮舞線

宮津天橋立ＩＣ

舞鶴大江ＩＣ

西舞鶴駅

綾
部
宮
津
道
路

スタート （標高0m）
神崎海水浴場
カヤック→自転車

フィニッシュ （標高832m）

大江山頂上

HIKE

KAYAK

175

175

178

BIKE

176

176

酒呑童子の里
（大江山グリーンロッジ）

（標高約265m）
自転車→ハイク

しゅて んどうじ

832m

高 低 図

200m

400m

600m

800m

1000m

0m
0m

神
崎
海
水
浴
場

神
崎
海
水
浴
場

中
継
地
点

（
大
江
河
東

　
　
公
園
付
近
）

海のステージ
（カヤック）

約 5km

里のステージ
（自転車）

約 36 km

山のステージ
（ハイク）

約 7km

大江山（千丈ヶ嶽）
酒
呑
童
子
の
里

由良川 大江山 SEA TO SUMMIT® 2016　コース全体図

※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

10月2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。

大江山頂上
（大会フィニッシュ地点）

【応援目安時間】 10:00 - 14:30

35°27'12"N、135°6'24"E

【応援目安時間】 9:00 - 11:30

酒呑童子の里
（大江山グリーンロッジ）

35°27'31"N、135°8'43"E

P

神崎海水浴場
（大会スタート地点）

【応援目安時間】 7:00 - 8:00

35°30'56"N、135°17'47"E

P

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。

由良川 大江山地方の気象情報 （協力 ： 株式会社ウェザーニューズ）

大江河東公園付近
（中継地点）

【応援目安時間】 8:30 - 10:30

35°22'47.8"N、135°08'56.4"E

P   

http://weathernews.jp/s/pinpoint/seatosummit/?area=yuragawa

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】

自転車メンバー交代可能地点

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



由良川 大江山 SEA TO SUMMIT® 2016　協賛団体 (順不同）

協力団体

実行委員会 地元協賛団体

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。

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。

エクシリム
http://casio.jp/dc/

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。

パーセプション
http://www.perceptionkayaks.com/

アメリカのカヤックブランド。シットオンカヤック、フィッシングカヤック、ツーリング
カヤックに至るまで、最高の素材を使用し、より良いパフォーマンスを発揮する
製品づくりにこだわっています。

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。

プロトレック
http://protrek.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。

株式会社日本HP
http://www8.hp.com/

日本ヒューレット･パッカードはグローバルHPの一員として、日本のお客さまに
満足していただける製品とサービスを提供して参ります。

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。

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。

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。

ダイハツ工業株式会社
http://www.daihatsu.co.jp/

自動車メーカー。1907年の創業以来、「世界中の人々に愛されるスモール
カーづくり」を使命とし、事業を展開。2014年11月より、レジャーシーンで
本格的に使える新型軽自動車「WAKE」を発売。

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。

バイオライト
http://www.biolitestove.jp/

ガスやガソリンなどの化石燃料を使わなくても、強力で安定した焚き火がで
き、さらに発電も可能という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トなど、電気の力でアウトドアをもっと快適にします。

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。

キャメルバック
http://www.camelbak.jp/

キャメルバックはハイドレーション・システムのパイオニア。25年以上にわた
り、ハイドレーション・システム技術の最先端を担ってきました。世界シェア
No.1ブランドとして広く知られ、革新的なアイテムを多数リリースしています。

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。

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。

グンゼ株式会社
http://www.gunze.co.jp/

綾部市で1896年に創業したグンゼは、「明日をもっと、ここちよく」をテーマ
に、アパレル製品をはじめとして、皆さまのさまざまな暮らしに“ここちよさ”を
お届けしています。

（一社）福知山観光協会
（一社）舞鶴観光協会
（一社）綾部市観光協会
舞鶴商工会議所
福知山商工会議所
綾部商工会議所
福知山市商工会
京都府カヌー協会

（一社）京都府ＬＰガス協会
株式会社DIY STYLE
有限会社ふしみや
京都交通株式会社
食堂大江山
有限会社 山城屋茶舗
京都丹の国農業協同組合

大江観光株式会社
http://ooekankou.jp/

大江山中腹に位置する「酒呑童子の里」、由良川を眺望できる「あしぎぬ
大雲の里」、京都丹後鉄道「大江駅」を通じて、福知山市の観光振興に
貢献します。

京都府自転車競技連盟
京都府山岳連盟
京都府中丹広域振興局
福知山市
舞鶴市
綾部市
株式会社モンベル
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