
西ノ島町・別府港への到着便

西ノ島へのおもなアクセスご宿泊について

絶景ポイントで
記念撮影！
絶景ポイントで
記念撮影！

隠岐を代表する世界一級の景勝地「国賀海岸」を一望できる人気スポットです。
周辺一帯の放牧地では、牛馬がのんびり草を食む姿が見られます。
約7kmにわたって粗面玄武岩の海蝕崖や海蝕洞が続き、大山隠岐国立公園に指定されている
国賀海岸にある代表的な展望所です。この赤尾展望所は「日本の夕陽百選」に認定されています。

赤尾展望所

　本大会参加に伴う隠岐・島前エリア
（西ノ島町・海士町・知夫村）での宿泊
予約は、全て一般社団法人西ノ島町観
光協会にて承ります。

　宿泊希望の方は必ず、エントリー画
面にてご希望の宿泊条件を選択のうえ
お申し込みください。
　後日、西ノ島町観光協会から予約確
定のご連絡をいたします。

西ノ島ハーフマラソン実行委員会事務局　〒684-0302 島根県隠岐郡西ノ島町大字別府46番地 西ノ島町役場 観光定住課内
TEL.08514-7-8777（平日9:00～ 17:15）　FAX.08514-7-8025　E-mail:nishinoshima.half@gmail.com

大会に関する
お問い合わせ

一般社団法人 西ノ島町観光協会　〒684-0303 島根県隠岐郡西ノ島町美田4386-3 別府港第2ターミナル内
TEL.08514-7-8888（対応時間 8:30～ 17:30）　FAX.08514-7-8890　E-mail:nishinoshima.half@gmail.com

交通アクセス・宿泊に
関するお問い合わせ

　西ノ島町・別府港へは、島根県「七類港」又は鳥取県「境
港」より、「フェリー」や「超高速船レインボー」をご利用
ください。
　別府港からの送迎調整のため、エントリーいただく際
に到着予定便（右記表の①～⑤）をお知らせください。

【JR線の時刻について】
右記JR線の時刻は土曜・休日用ダイヤです。平日に来島される
場合は、下記URLより平日ダイヤをご確認ください。
●JR境線時刻表
　https://www.yonago-air.com/access/train

【レインボージェットのご予約】 
●お　電　話　08512-2-1122（隠岐汽船本社）
●インターネット　https://www.oki-kisen.co.jp/
超高速レインボーは天候に左右されやすく、欠航率がフェリーより
も高くなっておりますので、フェリーのご利用をお勧めいたします。

スマホを

お持ち頂け
れば

スタッフが
写真撮影

いたします
!

バス・JR 発着時刻 接　続
⇒

フェリー 発着時刻
到着便出発（経由） 到　着 出　発 到　着

フェリー

バス

松江駅　　　　　7:55 七類港　　 8:35
フェリー
くにが

3,300円～/片道
七類港　9:30 別府港 12:05 ①

米子駅　　　　　7:32
七類港　　 8:24（米子鬼太郎空港）　 7:57

（境港駅）　　　　8:09

バス
松江駅　　　　 13:05 境港　　  13:45

フェリー
しらしま

3,300円～/片道
境港　 14:25 別府港 17:05 ②

米子駅　　　　 12:33
境港　　  13:10

（米子鬼太郎空港） 12:58

JR
（土曜ダイヤ）

JR米子駅　　　12:29
JR境港駅 13:14

（米子鬼太郎空港駅） 12:59
JR米子駅　　　13:31

JR境港駅 14:14
（米子鬼太郎空港駅） 13:59

超高速船
レインボー
ジェット

バス 松江駅　　　　 10:40 境港　　  11:20 超高速船
レインボージェット
（*要事前予約）
6,280円～/片道

境港　 11:50 別府港 13:55 ③JR
（土曜ダイヤ）

JR米子駅　　　10:35
境港　　  11:17

（米子鬼太郎空港駅） 11:03

バス

松江駅　　　　 14:35 七類港　  15:15 超高速船
レインボージェット
（*要事前予約）
6,280円～/片道

七類港 15:45 別府港 17:44 ④
米子駅　　　　 13:55

七類港　  14:47（米子鬼太郎空港） 14:20
（境港駅）　　　 14:32

その他 その他、上記以外の船を利用（隠岐在住の方など、上記時間帯ではない船で西ノ島に到着） ⑤

羽田空港 別府港

各　所 米　子 別府港

境　港

七類港

約 1時間半 約 25分 約 2時間～2時間半

約 2時間～2時間半

約 2時間～2時間半

約 30分～1時間

約 2時間～2時間半

約 50分

関東からの
アクセス例

約 40分

隠岐空港 別府港西郷港大阪国際空港
（伊丹空港）

約 30分～1時間約 15 分約 1時間

各　所 松　江 別府港七類港

近畿からの
アクセス例

各　所 松　江 別府港七類港
約 40分

福岡空港 出雲空港 別府港西郷港隠岐空港
約 15分約 1時間 約 30 分九州からの

アクセス例

米子鬼太郎
空港

壮大な海と大地を
全身で感じる
絶景離島マラソン

壮大な海と大地を
全身で感じる
絶景離島マラソン

ゲストランナー
谷川  真理
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主催／西ノ島町、西ノ島ハーフマラソン実行委員会
後援／環境省中国四国地方環境事務所、島根県、島根県教育委員会、山陰中央新報社、NHK松江放送局、BSS山陰放送、日本海テレビ、TSK山陰中央テレビ、隠岐汽船㈱、隠岐観光協会

https://nishinoshima-half.com/ 西ノ島ハーフマラソン 検 索

ハーフ・10km・3km種　目

西ノ島町観光交流センター
（浦郷港）
島根県隠岐郡西ノ島町大字浦郷544-38

会　場

10月18日

島根県

島
後

中ノ島

知夫里島

西ノ島
島
前

第８回

２０２０
西ノ島ハーフマラソン



島根鼻公園

鬼舞展望所

赤尾展望所

浦郷地区

赤
ノ
江

珍
﨑

三
度

募　集　要　項

■ 種目／部門／スタート時刻／参加料■ 大会名称　第8回　西ノ島ハーフマラソン2020
■ 主　　催　西ノ島町・西ノ島ハーフマラソン実行委員会
■ 後　　援　環境省中国四国地方環境事務所、島根県  ほか
■ 開催日時　2020年10月18日（日）

※雨天決行。ただし、荒天の場合、中止することがあります。

 【受　　付】 10月17日（土） 13：00～18：00
 10月18日（日）   7：00～  8：00
【開会行事】   8：15～
【競技開始】   8：45（予定）
【競技終了】 13：00

■ 会　　場　島根県隠岐郡西ノ島町大字浦郷544-38
西ノ島町観光交流センター（浦郷港）

■ 種目・コース ①ハーフ 男女別18歳以上（高校生不可）
 ※4時間以内に完走できる方
　　　　　　【コース】浦郷港～島根鼻公園～鬼舞展望所～赤尾展望所～浦郷港

 ②10km 男女別高校生以上
　　　　　　 ※4時間以内に完走できる方
　　　　　　【コース】浦郷港～赤尾展望所～浦郷港

 ③ 3km 男女別小学生以上、ファミリー部門（ペア）
　　　　 （ペア/20歳以上保護者と小学生までの子ども）
　　　　　　 ※2時間以内に完走できる方
　　　　　　 【コース】浦郷港～島根鼻公園～浦郷港

■ 参加資格 国籍を問わず、参加種目に完走できる健康に問題のない
方。未就学児でも、保護者同伴であればファミリー部門
（3km)に参加できます。コース事情により、車椅子での参
加はできませんのでご了承ください。

■ 参 加 料 ①ハーフ 　　4,000円
②10km 一般4,000円 高校生2,000円
③ 3km 一般4,000円 高校生2,000円
 小中学生1,000円　ファミリー部門（ペア）2,000円

■ スタート・フィニッシュ場所　西ノ島町観光交流センター（浦郷港）
■ 参 加 賞 参加者の皆様には、参加賞として記念品をお渡しします。 

（前回例：オリジナルタオル・西ノ島炊き込みごはんの素）
但し、ファミリー部門は1ペアで1セットとなります。

■ 表　　彰 各種目男女別1～3位を、副賞を添えて表彰します。
（3km：ファミリー部門は男女合同で、副賞を添えて表彰し
ます。）

■ 定　　員　350名
■ 申込期間　インターネットエントリー　5月1日（金）～8月7日（金）
 ※申込期間内でも、定員に達した場合は受付を終了させていただきます。
 ※定員に達した場合は、西ノ島町ホームページ・大会ホームページ等でお知

らせします。

■ 【注意事項・その他】
　①参加者は、各自責任をもって医師の診断を受けてから出場して
ください。また、未成年の方は家族の同意を得てください。

　②競技前あるいは競技中に身体に不調を感じた方は出走を止める
か、競技を速やかに中止し、大会係員に連絡してください。

　　参加者は必ず健康保険証（コピー可）を持参してください。
　③本大会はランナーズチップを使用した自動計測を行います。　
チップは受付時に配布しますので正しく装着してください。

　　完走後、チップと引き換えに「完走証」をお渡しします。　　　
タグは回収係員の指示に従い必ず返却してください。不参加・
途中棄権の方も必ず返却してください。　　　　　　　　　　
紛失した場合は、実費（2,000円）をご負担いただきます。

　④スポーツ傷害保険は、主催者が加入し、保険料を負担いたします。
　⑤競技中は大会係員の指示に従ってください。
　⑥国立公園及び西ノ島町内での禁止事項を遵守してください。
　⑦参加料入金確認後、大会10日前を目安に参加通知証を送付し
ますので当日必ず持参してください。

　⑧当日、貴重品は各自で管理してください。大会会場内に更衣室・
荷物預かり所を設置しますが、盗難・紛失については、責任を
負いかねます。

　⑨レース中に緊急車両等の通行がある場合、車両を優先させます。
　⑩本大会は離島での開催となります。交通アクセスが限られてお
りますので、大会申込・交通・宿泊手配は予め計画を立ててお
早めにお申し込みください。

　⑪本大会参加に伴う隠岐・島前エリア（西ノ島町・海士町・知夫村）での宿泊
予約は、全て一般社団法人西ノ島町観光協会にて承ります。宿泊予約希望
の方は必ず、エントリー画面にてご希望の宿泊条件を選択のうえお申し込
みください。後日、西ノ島町観光協会から予約確定のご連絡をいたします。

主催者は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関係法令を遵守し、個人情報を取り扱います。
大会参加者へのサービス向上を目的とし、申し込み内容に関する確認、大会プログラム制作、参加案内、関連情報の通知、
次回大会の案内など大会運営の範囲内で使用させていただきます。

個人情報の取り扱いについて

①自己都合による申込後の種目の変更、キャンセル、権利譲渡、名義変更はできません。また、過剰・重複入金の返金はい
たしません。
　また、前夜祭の参加につきましても、同様の措置となります。
②荒天・地震・風水害・事件・事故・疫病等による中止及び船舶他交通機関の欠航等により参加出来ない場合は、参加料返
金の有無・額、通知方法等についてはその都度主催者が判断し、決定します。
③私は、心疾患・疫病等なく、健康に留意し、十分なトレーニングをして大会に臨みます。傷病、事故、紛失等に対し、自
己の責任において大会に参加します。
④私は、大会開催中に主催者より競技続行に支障があると判断された場合、主催者の競技中止の指示に直ちに従います。
　また、その他、主催者の安全管理・大会運営上の指示に従います。
⑤私は、大会開催中に傷病が発生した場合、応急手当を受けることに異議ありません。
　その方法、経過等について、主催者の責任を問いません。
⑥私は、大会開催中の事故、紛失、傷病に関し、主催者の責任を免除し、損害賠償等の請求を行いません。
⑦大会開催中の事故・傷病への補償は大会側が加入した保険の範囲内であることを了承します。
⑧私の家族・親族、保護者（参加者が未成年の場合）は、本大会への参加を承諾しています。
⑨年齢・性別等の虚偽申告、申込者本人以外の出場（代理出走）はいたしません。
　それらが発覚した場合、出場・表彰の取り消し、次回以降の資格はく奪等、主催者の決定に従います。
　また、主催者は、虚偽申告・代理出走者に対して救護・返金等の一切の責任を負いかねます。
⑩大会の映像・写真・記事・記録等（において氏名・年齢・性別・記録・肖像等の個人情報）が、テレビ・新聞・雑誌・インターネット・
パンフレット等に報道・掲載・利用されることを承諾します。
　また、その掲載権・利用権は主催者に属します。
⑪大会申込者の個人情報の取り扱いは、別途記載する主催者の規約に則ります。
⑫上記の申込規約の他、主催者が別途定める大会規約に則ります（齟齬がある場合は大会規約が優先します）。

申込規約及び誓約 ※参加者は下記の申込規約及び誓約に必ず同意の上、お申し込みください。

申込期間
2020年5月1日㈮～8月7日㈮
下記のURLにアクセスし、大会エントリーページ
の指示に従ってお申し込みください。
支払方法は、お申し込みの際にお選びいただけ
ます。（クレジットカード、コンビニ、ATMなど。
またはペイジー対応のATMを設置している金
融機関（ゆうちょ銀行等）。）
※エントリーの際は、RUNNET
への会員登録（無料）が必要とな
ります。
※エントリー手数料：支払総額
4,000円まで220円（税込）、
4,001円以上5.5％（税込）

申　込　方　法
インターネットでお申し込みいただけます

●大会ホームページ
  https://nishinoshima-half.com/
●ランネット
  https://runnet.jp/

日時：2020年10月17日（土）18:00～20:00頃
会場：西ノ島町観光交流センタ一前（浦郷港）
前夜祭は大会参加者に同行される方も参加いただけます。
（参加費：別途3,000円  小学生以上対象　要事前申込）

最大標高差257ｍ!!  
摩天崖級のベリーハードな絶景マラソンコースです!

Special Event !
前夜祭（交流会）BBQを開催いたします！

※未就学児の方は参加無料ですが、お料理はご用意しておりません。同行される方とご一緒にお
召し上がりください。お飲物はご用意しております。

※原則として先着250名様とさせていただきます。
※写真は前回開催時のものです。旬の海の幸を提供しますが、内容は毎年異なります事をご了承
ください。

【主な経歴】
1990年～1994年 株式会社 資生堂
1991年 東京国際女子マラソン優勝
1992年 名古屋国際女子マラソン２位
1992年 ゴールドコーストマラソン優勝
1993年 東京国際女子マラソン２位
1994年 パリマラソン優勝
 （２時間２７分５５秒当時大会新）
1994年 札幌国際ハーフマラソン優勝
1994年 世界ハーフマラソン２位
1994年～1999年 株式会社 良品計画
2000年～2014年 株式会社 アチーブメント
2015年 株式会社MariCompany設立
2007年 第１回東京マラソン２位

西ノ島の魅力を体いっぱい感じながら
一緒に楽しく走りましょう！！

ゲストランナー
谷川　真理
マラソンランナー・スポーツコメンテーター

西ノ島町観光大使

　高校時代、陸上部の中距離選
手として関東大会に２回出場を
したものの高校卒業と同時に陸
上も卒業。専門学校に進み卒業
後は大手町でOL生活を送ってい
たが、昼休みに会社の同僚とお
花見で皇居を訪れた際、ジョギン
グを楽しんている人たちがたくさ
んいることに感動し、翌日から皇
居を走り始める。
　その後、数々の大会に出場し輝
かしい成績を残している。

部 門 名種　目 参加料（税込）スタート（予定）

4,000円

1,000円

2,000円

一般
4,000円
高校生
2,000円

8:45

9:00

9:05

9:05

9:05

9:05

18歳以上（高校生不可）

高校生以上

高校生以上

中学生

小学生

男子
女子 
男子
女子
男子
女子
男子
女子
男子
女子

ハーフ
（21.0975k）

10km

3km

ファミリー部門（ペア）※小学生までの子どもと保護者
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実線：　 　往路　破線：　 　復路コースマップ

ハーフ

10km 3km

浦郷港（観光交流センター前）スタート・フィニッシュ地点 浦郷港（観光交流センター前）
スタート・フィニッシュ地点

浦郷港（観光交流センター前）スタート・フィニッシュ地点

ハーフコース高低差図
※イメージ図となりますので、実際とは若干異なります。
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島根鼻公園
標高 25m由良比女神社

標高 8m
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鬼舞展望所
手前

標高 257m

鬼舞展望所
周回

標高 256m
赤尾スカイライン
三叉路

標高 214m

赤尾スカイライン
三叉路
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赤尾スカイライン
三叉路

標高 214m

昇り入口
標高 3m

赤尾展望所
周回

標高 206m

0km

★ ★

隠岐の味覚を
存分にご堪能
ください！


