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愛知県ボート協会 

【第６５回中日本レガッタ大会要項】 

 

下記のとおり開催致しますので、奮って貴団体の出漕をお願いいたします。 

 

 １．大会名称 第 65 回中日本レガッタ 

 

 ２．大会開催日  2020 年 4 月 17 日（金）～19 日（日） 

※原則として、中学の種目は 19 日（日）の 1 日で、 

       高校の種目は 18 日（土）、19 日（日）の 2 日間で開催。 

 但し、出漕申込クルー数の状況によっては変更もあり得る。 

 

 ３．大会会場 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字上鉾 12 番地 68 愛知池漕艇場 

 

 ４．競漕距離 1,000m 

 

 ５．カテゴリー、種目、出漕料 

カテゴリー 性別 種目 出漕料（円） 

成年の部 男子・女子 舵手無しｸｵﾄﾞﾙﾌﾟﾙ (4×) 14,000 

ダブルスカル (2×) 8,000 

舵手無しペア (2－) 8,000 

シングルスカル (1×) 6,000 

男子のみ エイト (8＋) 30,000 

舵手付きフォア (4＋) 18,000 

舵手無しフォア (4－) 14,000 

女子のみ 舵手付きｸｵﾄﾞﾙﾌﾟﾙ (4×＋) 18,000 

少年の部 

（高校生） 

男子・女子 舵手付きｸｵﾄﾞﾙﾌﾟﾙ (4×＋) 16,000 

ダブルスカル (2×) 8,000 

シングルスカル (1×) 6,000 

中学の部 

（中学生） 

男子・女子 舵手付きｸｵﾄﾞﾙﾌﾟﾙ (4×＋) 10,000 

ダブルスカル (2×) 5,000 

シングルスカル (1×) 3,000 

注 艇は原則として自艇とする。なお、遠方に付き借艇を希望する場合、 

出漕申込みとは別に「借艇申込み」をしてください 

 

 ６．主催 愛知県ボート協会  中日新聞社 

 

 



７．後援（申請中） 

愛知県  愛知県教育委員会  愛知県スポーツ協会  愛知県高等学校体育連盟 

愛知県中小学校体育連盟  名古屋市  名古屋市教育委員会  名古屋市教育スポーツ協会 

豊田市  日進市  東郷町  みよし市  みよし市教育委員会  豊田市教育委員会 

東郷町教育委員会  東海テレビ放送  独立行政法人水資源機構中部支社  日本ボート協会 

全国中学校ボート連盟  中部ボート連盟  名古屋市ボート協会 

 

 ８．表彰  

各カテゴリーの各種目毎の１位に優勝杯・賞状・メダルを、２位・３位に賞状とメダルを 

授与する。なお成年男子エイト 1 位には優勝旗を授与する。 

※表彰式は全レース終了後に行う。 

 

９．参加資格等 

① 都道府県ボート協会の加盟団体登録選手であること。 

② 競漕に耐えうると認定された者（各団体による自主責任） 

③ 参加選手は所定の傷害保険に加入の事。 

④ 同一選手の複数種目への出漕は自由とするが、発艇時刻表での考慮はしない。 

⑤ 高校生の成年の部への出漕は認める。その他、出漕するカテゴリー等に関する問合せは、 

次項の【申込み全般問合せ先】で受付ける。 

 

１０．出漕申込み   締切：2020 年 3 月 27 日（金） ⇒ 4 月３日（金） 

・今大会より原則 WEB（右記 URL）からのエントリーとする。→ http://ara.g-spo.jp/naka/entry/ 

 【エントリーのステップ】 

① 団体登録 → ② 出漕種目、メンバー登録 → ③ エントリー内容確認 

※ なお WEB エントリーができない環境の場合は従来形式でのエントリーも認める。 

 【WEB エントリー問合せ先】    愛知県ボート協会広報部 酒井 康行  

       メール：macsakai10@gmail.com  携帯：090-9224-5083       

・WEB エントリー完了後 速やかに下記口座に所定の出漕料、及び障害保険料（一人 200 円）を 

振込みすること。従来形式での提出の場合は所定の出漕申込書、及び申込確認票に必要事項を 

漏れなく記入し、下記出漕全般問合せ先までメールにて送付すること。 

  ・新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、大会を中止とする可能性がありますが、開催について 

は遅くとも 4 月 5 日（日）までに最終判断します。中止の場合は出漕料、及び障害保険料は返金 

致します。（振込は 4 月 6 日以降で構いません） 

・申込み頂いた団体には、申込内容・振込金額等を確認後、受付けた旨をメールでお知らせします。 

   【愛知県ボート協会ホームページ】 https://www.aichi-rowing.com/ 

   【申込み全般問合せ先】  愛知県ボート協会総務部 小林良太 

                （トヨタ紡織株式会社 猿投工場 工務部 工場企画室勤務） 

               勤務先 TEL.０５６５－４３－０６３６ （9:00～17:00） 

               申込み先アドレス  yuataira@ninus.ocn.ne.jp 

   【振込先口座】  三菱 UFJ 銀行 ［銀行コード：０００５］ 

            豊田南支店  ［店番：４０８］ 

            普通預金 口座番号：１１４６７３３ 

            口座名義：愛知県ボート協会 会計 石丸和代 

http://ara.g-spo.jp/naka/entry/
mailto:macsakai10@gmail.com
mailto:yuataira@ninus.ocn.ne.jp


※振込みは、出漕団体名（混成クルーの場合はクルー名）にて振込み、振込人名義の前に 

団体コードを入力願います。 

※現金、小切手等による出漕料・傷害保険料は受理しません。 

１１．競漕方法 日本ボート協会競漕規則（20 年 4 月改訂）に準じる。なお適用外ルール・特別ルール

については、プログラムに記載すると共に、監督主将会議で説明する。 

 

１２．組合せ抽選 競漕委員会にて実施し、大会開催 1 週間前までに出漕団体に通知する。 

 

１３．監督主将会議 

 （１）成年の部、少年の部 4 月 17 日（金）午後 4 時から、大会本部（監視棟 2 階）で開催する。 

 （２）中学の部 4 月 19 日（日）午前 7 時から、大会本部（監視棟 2 階）で開催する。 

※いずれの会議にも、出漕団体の代表者１名はプログラム持参の上出席の事。 

※プログラムは 4 月 16 日（木）13 時から、大会本部（監視棟 2 階）で配布します。 

※棄権・メンバー変更・シート変更の申請・届出書はプログラムに綴じられていますので、切

り取って必要事項を記入し、当該レース発艇 1 時間前までに競漕委員会に提出してください。

（申請書は大会本部にもあります。） 

 

１４．来場方法 愛知県ボート協会ホームページの『愛知池アクセス』を参照下さい。 

    https://www.aichi-rowing.com/ 

  ※後日、組合せ抽選の結果をホームページに掲載し、出漕団体にメールでもご案内します。 

 

１５．連絡事項 

① 出漕クルーごとにバウナンバーを持参のこと。 

② 出漕に際しては、救命具等の安全対策を各クルーの責任において実施すること。 

③ 出漕申込書へ記載頂いた情報（身長など）については、プログラムに掲載します。 

④ 表彰式は全レース終了後に実施します。帰路を急がれる方もありましょうが、ご協力願います。 

式は全レース終了約 15 分後から、中学の部－少年の部－成年の部の順番で、監視棟前にて執り

行う予定です。 

 

以 上 

 

添付 各種申込様式 

 ・出漕申込書 

 ・借艇申込書 

 ・申込確認書（出漕料・傷害保険加入料 計算シート） 

１６．お願い事項 大会プログラム掲載用の団体写真・団体紹介文の提供のお願い 

大会プログラムに『出漕団体の写真』と『簡単な紹介文』を掲載いたしますので、 

エントリー完了後速やかに送付願います。 

 【送付先】 愛知県ボート協会総務部 小林良太  yuataira@ninus.ocn.ne.jp 

https://www.jara.or.jp/info/current/rule0203.html
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