
33 カヌー競技実施要項 

 

１. 期  日    平成２５年５月２６日(日) 

カヌースラローム競技 カヌーワイルドウォーター競技 

平成25年度国民体育大会山形県予選会兼第40回東北総合体育大会山

形県予選会兼2013 カヌースラロームジャパンカップ 第３戦 

 

 

 

 

 

 

 

 

２. 会  場    福島県二本松市太田地内 阿武隈川島山コース 

３. 競技上の規定及び方法 

（１）(公益社団法人)日本カヌー連盟競技規則に準ずる。 

           ※カヌースラローム競技は、２漕１採方式により順位を決定する。 

          （２）ライフジャケット（常時浮力６kg 以上）を着用する。 

          （３）競技における選手の時間的考慮は一切しない。 

          （４）使用艇は自艇とし、公益社団法人日本カヌー連盟公認艇を用い

ること。 

４. 参加資格及び出場制限 

（１）総則７に定めるもののほか次による。 

（２）(公益社団法人)日本カヌー連盟認定のバッチテストＣ級以上の

者、または山形県カヌー協会が認めた者。 

（３）平成２５年度山形県カヌー協会登録者。 

５. 表  彰      各種目１位から３位まで賞状を授与する。 

６. 参加申込方法   以下２つの参加申込が必要となるので注意すること。 

（１）平成２５年度国民体育大会山形県予選会兼第４０回東北総合体

育大会山形県予選会への参加申込 

①カヌー競技参加申込書を２部作成のうえ、出場認知書(中学生・

高校生)を添え山形県カヌー協会事務局あて送付すること。(参加

料を添えない場合は受け付けない) 

②申込締切日 ５月１７日（金）必着 

          （２）2013 カヌースラロームジャパンカップ第３戦への参加申込 

５月２６日（日） 
８：００～  受付・検艇 
９：００～  デモンストレーション 
９：４０～  フォアラン(前漕) 

１０：００～  スラローム決勝１本目 
１１：３０～  昼食 
１２：３０～  スラローム決勝２本目 
１５：００～  表彰式 



           ①所定の申込用紙に必要事項を記入し、直接下記あて送付すること。 

〒９６４－０２０２ 福島県二本松市針道字上台１３２ 

二本松市東和公民館内 福島県カヌー協会事務局 

           ②申込締切日 ４月２５日（木）必着 

７. 宿泊申込方法  （１）宿泊申込書を３部作成のうえ、宿泊予納金(一般・大学・役員の

み)を添え山形県カヌー協会事務局あて送付すること。 

（２）申込締切日 ５月１７日（金）必着 

８. 宿 泊 申 込   （１）宿泊希望者は別紙により３部作成し、参加申込と同時に申し込

むこと。 

（２）宿泊料(消費税含む:５％の税率で計算) 

・中学生・高校生選手   １泊２食(浴衣なし)   ５，９８５円 

・高校生監督       １泊２食(浴衣あり)   ６，６１５円 

・一般・大学生・競技役員 １泊２食(浴衣あり)   ７，１４０円 

・大会役員        １泊２食(浴衣あり)   ７，９８０円 

（３）宿泊予納金 

一般・大学生・役員１人２，０００円、但し、高校生及び高校

生の監督は必要としない。 

（４）昼食は、弁当を６３０円(消費税含む)で斡旋する。 

（５）宿泊予約を取り消す場合の宿泊取消料は、次の通りとする。 

①宿泊申込日より宿泊予定前日までに取り消しを申し出た場合取消

料は徴収しない。 

②宿泊予定当日の午後３時まで取り消しを申し出た場合１名につき

２，１００円の取消料を徴収する。 

③宿泊予定当日の午後３時すぎに取り消しを申し出た場合１名につ

き、宿泊料金全額を徴収する。 

（６）監督以外の付添者等の宿泊料金は大会役員料金とする。また、

部屋割りについて別待遇を希望する場合、または定員を満たさ

ない場合は宿泊責任者と宿舎との協議のうえ別料金とする場合

がある。 

９. 参 加 料         以下２種類の参加料が必要となるので注意すること。 

（１）平成２５年度国民体育大会山形県予選会兼第４０回東北総合体育

大会山形県予選会への参加料 

① 成年 (１名) １，５００円 

参加料１,５００ 円(オリンピック募金２５０円、スポーツ振興募金１００円を含む) 

② 少年 (１名) １，０００円 

参加料１,０００円(オリンピック募金１７０円、スポーツ振興募金１００円を含む) 

※ 少年の部に出場する監督は少年扱いとする。但し、少年の監督と 



成年の選手を同一競技内で兼ねる場合は成年扱いとする。 

③ 振込先：山形銀行 谷地支店  普通 ７００４８７ 

山形県カヌー協会 会長 小川一博 

（２）2013 カヌースラロームジャパンカップ第３戦への参加料 

 ① Ｋ－１、Ｃ－１、ＷＫ－１、ＷＣ－１   ６，０００円 

 ② Ｃ－２、ＷＣ－２            ６，０００円 

 ③ 振込先：みちのく安達農業協同組合 東和支店 

       普通 ０００３６７９ 

       福島県カヌー協会 会長 斎藤洋一 

１１. 協会事務局   山形県カヌー協会事務局 

〒９９０－０７０３  山形県西村山郡西川町大字間沢２８０ 

西川交流センター「あいべ」内 西川町生涯学習課スポーツ振興係 

ＴＥＬ０２３７－７４－３１３１ 

１２. そ の 他       ○2013 カヌースラロームジャパンカップ第３戦についての詳細に

ついては、各自開催要項を確認願います。 

○宿泊先、会場でのゴミの分別収集にご協力ください。 

（持ち帰りを原則とする） 



33 カヌー競技実施要項 

 

１. 期  日    平成２５年６月２２日(土)～２３日(日) 

カヌースプリント競技 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２. 会  場     西川町：月山湖カヌーレーシング競技場 

３. 競技上の規定及び方法 

（１）(公益社団法人)日本カヌー連盟競技規則に準ずる。 

（２）コースは５００ｍ９レーンとする。 

４. 参加資格及び出場制限 

（１）総則７に定めるもののほか次による。 

（２）(公益社団法人)日本カヌー連盟認定のバッチテストＣ級以上の

者、または山形県カヌー協会が認めた者。 

（３）平成２５年度山形県カヌー協会登録者。 

５. 表  彰      各種目の優勝者にメダルを授与し、１位から３位まで賞状を授与 

する。 

６. 参加申込方法  （１）カヌー競技参加申込書を２部作成のうえ、出場認知書(中学 

生・高校生)を添え山形県カヌー協会事務局あて送付するこ 

と。(参加料を添えない場合は受け付けない) 

（２）申込締切日 ６月１日（土）必着 

７. 宿泊申込方法  （１）宿泊申込書を３部作成のうえ、宿泊予納金(一般・大学・役 

員のみ)を添え山形県カヌー協会事務局あて送付すること。 

（２）申込締切日 ６月１日（土）必着 

 

 

１日目 ６月２２日（土） 

８：００  開会式 

９：００  競技開始 

１５：００  競技終了 

 実施種目  成年Ｋ－１・Ｃ－１ 

       少年Ｋ－２・Ｃ－２・Ｋ－４ 

 

２日目 ６月２３日（日） 

９：００  競技開始 

１４：３０  表彰式・閉会式 

１５：００  全日程終了 

実施種目  少年Ｋ－１・Ｃ－１ 



８. 宿 泊 申 込   （１）宿泊希望者は別紙により３部作成し、参加申込と同時に申し 

込むこと。 

（２）宿泊料(消費税含む:５％の税率で計算) 

・中学生・高校生選手   １泊２食(浴衣なし)   ５，９８５円 

・高校生監督       １泊２食(浴衣あり)   ６，６１５円 

・一般・大学生・競技役員 １泊２食(浴衣あり)   ７，１４０円 

・大会役員        １泊２食(浴衣あり)   ７，９８０円 

（３）宿泊予納金 

一般・大学生・役員１人２，０００円、但し、高校生及び高校

生の監督は必要としない。 

（４）昼食は、弁当を６３０円(消費税含む)で斡旋する。 

（５）宿泊予約を取り消す場合の宿泊取消料は、次の通りとする。 

①宿泊申込日より宿泊予定前日までに取り消しを申し出た場合取

消料は徴収しない。 

②宿泊予定当日の午後３時まで取り消しを申し出た場合 

１名につき２，１００円の取消料を徴収する。 

③宿泊予定当日の午後３時すぎに取り消しを申し出た場合 

１名につき、宿泊料金全額を徴収する。 

（６） 監督以外の付添者等の宿泊料金は大会役員料金とする。また、

部屋割りについて別待遇を希望する場合、または定員を満たさ

ない場合は宿泊責任者と宿舎との協議のうえ別料金とする場

合がある。 

９. 参 加 料         本大会に参加する選手・監督は次の参加料を納付すること。 

（１）成年 (１名) １，５００円 

参加料１,５００ 円(オリンピック募金２５０円、スポーツ振興募金１００円を含む) 

（２）少年 (１名) １，０００円 

参加料１,０００円(オリンピック募金１７０円、スポーツ振興募金１００円を含む) 

（３）少年の部に出場する監督は少年扱いとする。但し、少年の監督

と成年の選手を同一競技内で兼ねる場合は成年扱いとする。 

１０．参加料等振込先    山形銀行 谷地支店  普通 ７００４８７ 

山形県カヌー協会 会長 小川一博 

１１. 協会事務局   山形県カヌー協会事務局 

〒９９０－０７０３  山形県西村山郡西川町大字間沢２８０ 

西川交流センター「あいべ」内 西川町生涯学習課スポーツ振興係 

ＴＥＬ０２３７－７４－３１３１ 

１２. そ の 他       宿泊先、会場でのゴミの分別収集にご協力ください。 

（持ち帰りを原則とする） 
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