
 
2016 年 2017 年と，伊豆稲取～伊豆大島の地域で開催された Real Quest. 今回は開催エリアを，富士

山を擁する静岡県側に広げ，シーカヤック，パックラフト，マウンテンバイクを使った日本初の本格

的 3 日間ノンストップアドベンチャーレースで，山，川，海の大自然を遊び尽くす 3 日間となりま

す！ 

 

 

開催日 

 
2019 年 5 月 17 日（金）- 5 月 19 日（日） 

 

当日のスケジュール （※変更がありました，必ず確認してください） 

 
2019 年 5 月 17 日（金）- 5 月 19 日（日） 

 
受付～スタート 

エリートクラス 

5/17（金） 

 5:00 a.m. 受付，装備チェック 

  チームメンバー全員がそろった状態で，装備チェックを終わらせること 

 8:00 a.m. ブリーフィング開始 

  ※ブリーフィング後に地図を配布予定 

  地図：A3 1/25,000  2 セット/チーム 

  海図：1 セット/チーム 

  CP 一覧表・指示書：1 セット/チーム 

 9:00 a.m. スタート地点に向け移動開始 

  必要な装備と共に，スタート地点に移動します 

 1:00 p.m. エリートクラス，レーススタート 

 

 



 

チャレンジクラス 

5/18（土） 

 8:00 a.m. 受付，装備チェック 

  チームメンバー全員がそろった状態で，装備チェックを終わらせること 

 9:00 a.m. ブリーフィング開始 

  ※ブリーフィング後に地図を配布予定です 

  地図：A3 1/25,000 2 セット/チーム，A3 

  CP 一覧表・指示書：1 セット/チーム 

 11:00 a.m. チャレンジクラス，レーススタート 

 

 

エリートクラス・チャレンジクラス 共通 

5/19（日） 

 3:00 p.m. ゴールリミット． 

  全チームは 3:00 p.m. までに Head Quarter に帰還してください． 

 3:00 p.m. 閉会式 

 4:00 p.m. 解散 

 

 

認定証の提出 
 

パックラフトおよびシーカヤックの認定証を PDF 化して、5 月 13 日（月）10時までに info@r-d-o.jp

にメールにて提出ください。なお、認定自体が 5 月 13 日を超えてしまう場合は、受付時に認定書コピ

ーを提出下さい。 

 

保険 

 
主催者で加入している保険内容は最小限の内容となっております。各自、別途救助費用含む保険加入

を必須条件としていますので、保険手続きを忘れずに行ってご参加ください。 

 

ロジスティックプランナー 

 
5 月 15 日（水）13 時に各 Leg の距離と想定最速時間等を示したロジスティックプランナーを公開しま

す。準備等に活用ください。 

  



競技種目および総距離 （当初の予定から変更があります） 
 

≪エリートクラス・210 km≫ 

カヤック  60 km 

MTB  75 km 

トレッキング 55 km 

パックラフト 20 km (MTB を乗せてのパックラフト移動区間を含みます) 

 

 

≪チャレンジクラス・125 km≫ 

MTB  75 km 

トレッキング 30 km 

パックラフト 20 km (MTB を乗せてのパックラフト移動区間を含みます) 

 

 

エリートクラスは，総距離の『長さ』が国内のレースとしては最長クラスとなる 210 km，チャレンジ

クラスも 125 km と，移動距離の長いコースに仕上がりました．レースでは，パックラフト装備一式を

背負っての移動も要求されます．個人で，またチームで必要な装備を考えぬき，『重さ』をいかに抑え，

また分散させるかが，レースのポイントにもなりそうです．今回のレースを特徴づけているのは，なん

といっても『水』．レースの舞台となる富士山の南麗は，Head Quarter が位置する駿河湾にまで達して

おり，豊富な清流から流れる養分豊かな水が湾に注ぎ込まれます．水が豊富なエリアで繰り広げられる

今回のレースにおいて，エリートコースのカヤックセクションは，Real Quest 史上最長となる 60 km，

これにパックラフトセクションが加わり，水の上だけでも，おおよそ山手線 2 周分ほどの距離を進むこ

ととなります．チャレンジクラスでもパックラフトセクションは 20 km と，なかなかの長さです．コー

ス上には，MTB をパックラフトに乗せて移動する区間も設定されており， タフなチャレンジが待ち受

けています．国内最大級のコースを制するためには，チームで十分な備えが必要となりそうです． 

 

パドリングセクションの装備に関する注意事項 

エリートクラスでは，シーカヤック区間が存在します．シーカヤック区間で必要なすべての装備は，各

チームで準備して集合場所へお集りください．主催者側では手配を行いません．開催協力の西伊豆コー

スタルカヤックス(NCK) から艇および装備のレンタルを行う予定のチームも，NCK と直接連絡をと

り，艇および装備の受け渡し・返却方法の確認をしてください．主催者で，装備の移動は行いません． 

 

 

エリートクラス，チャレンジクラスに共通して，パックラフト区間が存在します．また両クラスで，ト

レッキングおよび MTB のセクションにおいて，パックラフトと共に移動する区間が含まれています．

当日までに全選手が認定を終えていると思いますが，今一度，安全性を確保するために必要かつ十分な

装備・知識を調え，レースに臨んでください． 

 



 

チャレンジクラスでは，パックラフトを主催者側に預けることができる区間があります．預けることが

できる装備は，パックラフト本体と本体に付随する付属品（シート，フロア，セーフティーライン，バ

ウバッグなど）のみです．パドルやパックラフト区間で使用する装備，ウェア類，食料を預けることは

できません．またこれらを，バウバッグ等に入れてパックラフトと共に預けることも認めません．主催

者側にパックラフトの移動を依頼するチャレンジクラスのチームは，受付時に主催者に申し出てくださ

い．預けるパックラフトはチーム毎にまとめることとします．パックラフトを預けられる区間は，後日

公開予定のロジスティクプランナーを参考にしてください．尚，エリートクラスでは，主催者側でのパ

ックラフトの移動は一切行いません．パックラフトの携行が必要となる全てのレグで，パックラフトお

よび必要な装備をチームで携持し，移動してください． 

 

 

主催者にパックラフトのレンタルを依頼しているチームは，受付時に申し出てください．当日のレン

タルは受け付けておりません．主催者以外からレンタルをしている場合は，受け取り，返却の方法

を，各チームで事前に確認してください． 

 

 

CPの位置表示に関する注意事項 

今回の大会では，CP の位置は，グリッドリファレンスにより通知されます． 

CP は MAP 番号と，8 桁の数字により表現される座標によって通知します．また配布される地図に

は，各マップに 1 km 毎のグリットが表示されています．この各地図の原点から先ず，東 (X 軸方向)に

距離を読み取り（Easting と言う），次に北（Y 軸方向）に距離を読み取ります（Northing という）．地

図上に碁盤の目に引かれたグリッドに数字が振ってあるので，まずこの数字を読み取り，その中間は，

目測ないしは定規等で読み取ることとなります．前述のように，CP の位置は 8 桁の数字によって示さ

れ，またグリッドは 1,000 m であるため，CP の位置は 10 m 以内の精度で示されることになります．

グリッドレファレンスは，レースを進める上で必須技術となりますので，かならず習得して，レースに

臨んでください． 

 

 

 

例：図中で P の位置は， Easting で 1456，Northing で 2011 とな

る．これにより，P 地点は，Easting の値が先に，Northing の値が

後に示された 8 桁数字 14562011 として表されます． 

 

 

 

 

 



必携装備リスト 

 
以下，必携装備となりますが，その他必要と思われる装備はチームで検討してお持ちください．

Adventure Racing World Series の Mandatory Equipment List も参考にしてください．主催者からの指

示がない限り、レース中の装備の搬送移動は選手で必要な装備を忘れずに携行ください。 

https://arworldseries.com/wp-content/uploads/2018/01/Mandatory-Equipment-List-ARWS.pdf 

 

【全種目共通，トレッキング装備】 

レインウェア上下，行動食，水２L 以上，ヘッドライト，スペア電池，ホイッスル，ファストエイド

（チーム 1 つ），非常時用の携帯電話（チーム 1 つ），デジカメ（チーム 1 つ），PLB（エリートクラ

スのみチーム 1 つ），コンパス，GPS（主催者提供），地図（主催者提供），座標を示した CP 一覧表

（主催者提供） 

【マウンテンバイク装備】 

マウンテンバイク，フロントライト，リアライト，スペアチューブ，リペアキット（チームに最低

１つ），ヘルメット，グローブ 

【シーカヤック装備】いずれも主催者で準備はしないので，参加者自ら手配ください． 

タンデムシーカヤック 2 艇，ビルジポンプ（1 艇に 1 つ），パドル，PFD，スローバック，360 度視

認可能な白色灯（1 艇に 1 つ），ストロボライト（1 艇に 1 つ），グロースティック（1 艇に 1 つ，1

人 1 つ） 

【パックラフト装備】いずれも主催者では準備しないので，参加者自ら手配ください．  

パックラフト，パドル，PFD，スローバック，360 度視認可能な白色灯（1 艇に 1 つ），ストロボラ

イト（1 艇に 1 つ），グロースティック（1 艇に 1 つ，1 人 1 つ） 

 

【シュノーケル装備】 

シュノーケルフィン，マスクもしくはゴーグル 

 

＊海中に設置された CP があり，そこに到達するための装

備です． 

 

https://arworldseries.com/wp-content/uploads/2018/01/Mandatory-Equipment-List-ARWS.pdf


基本的なルール 

 

参加者はレース中，以下のルールに従ってください． 

1． チームメンバーはレース中行動を共にして主催者より指

示がない限り 100 m 以上離れてはいけない． 

2． 全ての参加者は，スタート前のブリーフィングに出席す

る． 

3． チームのメンバーの 1 人が，何らかの理由（怪我，疲労，脱水症状など）で，レースを

続行できなくなった場合は失格とする．但し，残りのメンバーはレースを続行できる

が，順位はつかない． 

4． 全ての参加者は，レースに使用される装備に関して責任を持つ．持ち物で指定された以

外の装備品も自己及びチームの判断で用意すること．また，主催者が用意する装備を破

壊・紛失した場合はそれを保証する． 

5． スタート時点で持っていたものをゴールまでに落とした場合は失格とする． 

6． レース中にごみを見つけたら拾う． 

7． レースに使用する地域の環境を保護する．植物や動物を乱したり，ゴミ類を残すことは

禁止とする． 

8． レース中に携帯電話を使用したら失格とする． 

9． 主催者が指示しない限りトレッキング，マウンテンバイク以外の車や電車，バスなどを

含む動力による移動手段を使用した場合は失格とする． 

10． ラジオ，ローカルラジオ，GPS，動力装備，動物の携行は禁止とする．ただし，GPS ロ

グを取るための GPS 機能付きウォッチは可能とするが，位置確認は不可とする． 

 

 

 

 

 

規約 
 

■自己責任の精神 

山，川，海など自然のフィールドでは自己責任が基本的考え方です．安全管理体制は主催者で取り

ますが，自然の中で起こる怪我などの事故に対しては自己責任の精神でお願いします． 

■緊急時対応 

事故などの場合に備えて，掛け捨てレジャー保険に加入します．レース当日のブリーフィングでイ

ベント中の緊急連絡先をお知らせし，事故や病気が起きた場合は，スタッフは最善の努力をいたし

ます．その保障は，掛け捨てレジャー保険のカバーする範囲とさせていただきますので，必ず各自

で保険に加入して下さい． 

■中止の場合 

荒天の予報や道路事情により，イベントを中止する場合があります．中止の場合は，スタート 6 時

間前までに公式 Facebook ページに掲載します．なお，エントリー費は返金いたしません． 



■プライバシー保護，肖像権など 

皆様の個人情報は，参加者への連絡，保険登録，参加や通過チェックおよび緊急時の対応，株式会

社 Real Discovery Outdoors のイベント案内送付のために使用いたします．メール等でのイベント案

内を希望されない方は，お申し出ください． 

また走歩行の様子や記念写真等をカメラなどで撮影し，株式会社 Real Discovery Outdoors の公式

Website や公式 Facebook ページなどに使用させて頂く場合があります． 

 

 

 

 
 

Q1：現地までの交通費はエントリーに含まれていますか？ 

A1：含まれておりません．各自手配ください．  

 

Q2：集合及び解散場所の駐車場  我がチームは 1 台で行く予定です． 

A3：はい．可能な限りでよいので少ない台数の車でお越しください． 

 

Q4：シュノーケルは 4 名分ですか？  

A4：はい 

 

Q5：First Aid Kit の指定はありますか？  ①②装備の指定がなければチームで想定した装備を準備し

ます． 

A5：指定はありませんのでチームで判断の上，準備ください． 

 

Q6：レース後打ち上げなどは企画されていますか？   

A6：特に企画はありません． 

 

Q7：必携以外の装備はどのように検討したらいいですか？ 

A7：Real Quest は Adventure Racing World Series の装備・ルール等に可能な限り準拠して世界レベル

の大会へ成長してくことを目指しています．装備も ARWS を参照するといいと思います．海外レース

の標準を調べることも世界への扉を開ける第一歩です．さらに言うと調査能力・装備を選ぶ判断力も

フィールで遊ぶのに欠かせない一般的スキルの一つですので，チームで調べて・研究してみてくださ

い．それが楽しかったりします． 

http://arworldseries.com/resources/  

 

Q8：今回必要となるストロボライトの定義を教えてください．ハンドライト及びヘッドランプで高輝

度(数百ルーメン)，防水，ストロボ発光するものはありますが，これは不可とのことなので，具体的に

必要となるストロボライトを教えてほしいです．    

A8：Adventure Racing World Series の装備規定に準拠とします．記載にない事項はチームで検討して

http://arworldseries.com/resources/


考えてきてください． 

 

Q9：地図はブリーフィングの後に受領できるのでしょうか？ 

A9：レースのすべての地図，CP 一覧表，指示書をブリーフィング後にお渡しします．なお，地図は 2

セット，CP 一覧表・指示書は 1 セットとなります． 

 

Q10：主催者から渡されるのは地図と CP グリッド座標が書いた資料ですか？   

A10：その通りです．地図には 1 ㎞毎に経度，緯度方向のグリッド線が引かれています．なお，UTM

グリッドのルールに準じていますが，主催者で編集したものです．CP 座標は 10 m 単位で示していま

す． 

 

Q11:PACKRAFT に MTB 乗せるヒントはありますか？ 

A11:フィリップリカバリーを中心に考えて固定します．ALPACKA の HP や Facebook に旅のレポート

が参考になります． 

 

Q12:PACKRAFT 装備を MTB に積めますか？ 

A12:PACKRAFT 装備を MTB に積むことはできます．ARWS では MTB に荷物を分散させる方法を取

り入れているチームがいます． 

  



スタッフお勧めのグルメ・ショップ情報～ 

 

ゆぐち （富士宮） 

  

富士宮といえば，富士宮やきそば．第 1 回，第 2 回と B-1 グランプリの第 1 位に輝いたこれぞ B 級グ

ルメです．古民家風の佇まい『ゆぐち』は，油かすと仕上げの削り粉が大き目の削り節がのっている，

富士宮やきそばを楽しめる人気店です．肉かすもたっぷり入っていて，富士宮やきそばをガッツリ味わ

うことができます．道の駅でもゆぐちの焼きそばが売られているので，もし見かけたら，是非チャレン

ジしてみましょう． 

 

 

Cafe PAGE （富士宮） 

  

https://cafe-page.jimdo.com/ 

 

外観は和風のちょっと古い感じの家ですが，中に入るととてもお洒落な空間が広がっています．テーブ

ルや椅子，ランプや小物などとてもセンスよく配置された店内，トマトスープのハンバーグも絶品です． 

 

  



ATC Store ~Trail Hikers&Runner's place to go!~ 

  

https://yamahack.com/3046 

 

『ATC Store』は，JR 身延線・富士宮駅から徒歩 25 分，タクシー利用でも 10 分．静岡を感じるお茶畑

と住宅地の合間に位置しています．「わかりにくい，通りに面していない，人通りがない」という場所で

すが，店内は清潔でスタイリッシュ． 山登りやハイキング用品，アウトドアグッズが沢山ありますよ．

雰囲気はのどかで，あったかくて，家族的．山を通したよき仲間，道具，情報，そして楽しいことを見

つけられる，オトナの秘密基地のような雰囲気の山ショップ，是非立ち寄ってみてください． 

 

 

トレイルランテストセンター（富士吉田） 

 

http://trailrun-test-center.com/ 

 

トレイルランニングや SKIMO（山岳スキー競技）の専門店，トレイルランテストセンターです．お店

を拠点に最寄のフィールドへ徒歩 3 分！ フィールドのギアの相談・パーソナルレッスンなどオリジナ

ルシステムが用意されています．フィールドでフィーリングをお試しできるように，レンタルのシステ

ムもあるので，こだわりのギアを探したいときにもお勧めです． 

 

 

 



Missionista （沼津） 

  

http://www.missionista.co.jp/ 

 

静岡県沼津市でカフェと雑貨の MissionBay，家具アパレル植物の MissionCourt の 2 店舗展開されてい

ます．MissionBay では，絶品のダッチベイビーが食べられるそうです． 

 

 

天神屋 

   

https://tenjinya.com/ 

 

「ここは静岡，テンジンヤ」「安くて美味しいテンジンヤ」のキャッチフレーズが有名な天神屋は，おむ

すび，弁当，惣菜，しぞーかおでんなどの製造販売を行い，静岡県内に 20 を超える店舗を展開してい

ます．静岡おでんの中で欠かせないものが，黒はんぺん．港町の多い静岡ならではの一品．食べる時，

おでんに味は着いていますが，備え付けの味噌と出し粉と呼ばれている魚粉と青のりを混ぜた粉をおで

んにかけて召し上がるのが，しぞ～かおでん流．1 本 120 円で，JAF 会員優待，500 円以上ご購入の方

「しぞ～かおでん」１本進呈のサービスも．NEOPASA 駿河湾沼津 にも店舗があるので，行きに帰り

に立ち寄ってみてはいかがでしょう． 

  



げんこつハンバーグの炭焼きレストランさわやか  

   

https://www.genkotsu-hb.com/ 

 

最近では全国的にも有名となった，静岡県内限定のハンバーグレストラン『さわやか』． 

「安心・安全・元気のでるおいしさ」で，静岡県下 32 店舗展開中．さわやかのハンバーグは店舗でしか

味わえず，しかも静岡県内にしかないファミレスですが，そのレベルはファミレスのレベルをはるかに

超え，静岡県民ならずとも「日本一のハンバーグ」と評する人もいるとかいないとか．店舗によっては， 

6 時間待ちなんてところもあるようですよ． 

 

 

御食事処 磯亭 

   

http://www.nabura.com/isotei/index.html 

 

港町として知られている御前崎らしい食事ができる定食店と高い支持を得ており，話題になるほどのお

店です．地元で獲れた魚介類を刺身など最高の調理方法で頂くことができ，至福の時を味わうことがで

きると人気．なかでも高級食材である伊勢海老を使った料理はコストパフォーマンスも良く人気を博し

ています．常連さんも最高と評する料理を，ゆっくり味わってみたいですね． 

  



地魚 さくら(西伊豆) 

  

https://tabelog.com/shizuoka/A2205/A220505/22001657/ 

 

NCK に何度か遊びにいったことがある人には，もはや説明は不要．地魚料理で鉄板なお店．定食にす

ると，酢醤油、黒みつ、色々アレンジできるところ天が食べ放題．天ぷらを頼めば，目を疑う盛り過ぎ

なお皿，満腹が近づくお腹には殺傷力抜群の玉ねぎの天ぷら，小さなお釜でたかれたご飯もうれしいボ

リューム満点の定食と出会えます．さらりと行きたい方には，煮魚なあじまご茶定食もお勧めです． 

 

 

アドニス （富士宮） 

  

http://r.gnavi.co.jp/g-interview/entry/shizuoka/2512 

 

店内は普通の喫茶店ですが，ご当地グルメ界の大御所として君臨する「富士つけナポリタン」の聖地と

して知られ，かつて Google の CM にも登場し，一躍有名になったこともあります．つけナポ用に開発

したというオリジナル麺は，もちもち中太麺．ご当地の名産，桜エビもたっぷりトッピングされている

そうです．本大会のコースディレクターも御用達のアドニス，ぜひ足を運んでみてください． 

 

 

 

 

 

 

 



おにぎりのまるしま(静岡市) 

  

https://b-lunch.com/marushima-shizuoka-onigiri.html 

 

静岡駅のすぐそばにある，ほっこりする家庭的な手作りおにぎり．早朝から静岡おでんも楽しめる「お

にぎりまるしま」です．｢黒はんぺん｣｢ふよ｣は，コースディレクターもお勧めの逸品．また創業４８年

ということで，半世紀近くずっとおにぎり一筋なんだそうです． 

 

 

白虎（御殿場） 

  

http://www.tukemen-byakko.com/ 

 

御殿場アウトレット近郊の本格つけ麺・ラーメン店．白虎名物の「つけ麺」は，野菜の「旨み」，それぞ

れの肉の「コク」，魚の「ダシ」が融合した味わいが特徴です．とろーり炙りチャーシューとたっぷり野

菜が富士山のように山盛り乗せの濃厚味噌ラーメンも絶品です．こちらも，コースディレクター御用達．  

 

 

 

  



台湾料理 龍華 土肥店（伊豆市） 

  

https://tabelog.com/shizuoka/A2205/A220504/22025760/ 

 

赤い看板が目印，デカ盛り台湾料理のお店．メニューにはセットがたくさん並んでいます，セットとは

名ばかり．1 品と 1 品を組み合わせた料理という意味で，セット用に量を調整するなんてことはなく，

その潔さがたまりません．タフなパドリング練の後には，たっぷり食べて，エネルギー補給しましょう． 

 


