
2021 年 2 月吉日 

各出漕団体御中 

愛知県ボート協会 

【第６６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 6６回中日本レガッタ 

 

 ２．大会開催日 【成年の部、中学生の部、小学生の部】 

202１年 4 月 17 日（土）～18 日（日） 

※原則として、中学生の種目は 18 日（日）の 1 日で実施する。 

  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。 

※第 3 回小学生レガッタを併催（18 日のみ） 

 

【高校生の部】 

202１年 4 月 24 日（土）～25 日（日） 

 

 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 種   目 出漕料（円） 

成年の部 男子・女子 クォドルプル (4ｘ) 14,000 

ダブルスカル (2ｘ) 8,000 

ペア (2－) 8,000 

シングルスカル (1ｘ) 6,000 

男 子 エイト (8＋) 30,000 

舵手付きフォア (4＋) 18,000 

フォア (4－) 14,000 

女 子 舵手付きクォドルプル (4ｘ＋) 18,000 

少年の部 

（高校生） 

男子・女子 舵手付きクォドルプル (4ｘ＋) 16,000 

ダブルスカル (2ｘ) 8,000 

シングルスカル (1ｘ) 6,000 

中学の部 

（中学生） 

男子・女子 舵手付きクォドルプル (4ｘ＋) 10,000 

ダブルスカル (2ｘ) 5,000 

シングルスカル (1ｘ) 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。 

※表彰式は行わず、順位決定・発表後、入賞クルーに大会本部にて授与する。 

 

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：202１年 3 月 31 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/nnr/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 エントリーが出来ない方は、下記宛先へご連絡願います。 

  【問合せ先】  愛知県ボート協会総務部 野崎 鷹昭 

         （トヨタ紡織株式会社 猿投工場 技術管理部 勤務） 

        メールアドレス（自宅） publicenemy1026@gmail.com 

電話番号   （自宅） 090-9928-3210 

 

・出漕料及び傷害保険料の支払いについて 

 新型コロナウィルスの感染拡大状況により、中止等も考えられるため、大会当日もしくは、大会実

施後の支払いとします。 

 大会が中止となった場合は、出漕料の請求は行いません。 

 大会が実施された場合、エントリー後の棄権があった際には、棄権を含めた出漕料の請求をさせて

いただきます。 

 



１１．競漕方法 

日本ボート協会競漕規則・細則（'21 年 4 月改正）に準じる。なお適用外ルール・特別ルールに

ついては、本要項内もしくは愛知県ボート協会ホームページやプログラムへの記載、あるいは代表

者会議等にて事前に周知します。 

本大会においては、日程の過密さ・出漕者のレベル・選手の安全面を考慮して、他艇を接触また

は妨害する危険が生じる場合等に、レース中の特定の艇のみを停止させる処置をとる場合がありま

す。このような場合、主審は、白旗を頭上に真直ぐ掲げ、当該クルー名を呼び、「止まれ！」と当

該クルーが止まるまで大きく号令し続けますので、当該クルーは指示に従って下さい。 

 

※新型コロナウィルスの愛知県内での感染拡大状況によっては、大会直前にスケジュールの

大幅な変更を行うことも有り得ます。また、本来であれば代表者会議にて通知する競漕ルー

ルについてはホームページ上に掲載しますので、最新情報をご確認ください。 

 

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。 

※組合せ抽選の結果をホームページに掲載いたします。 

 

１３．監督主将会議（代表者会議） 

  新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、web 会議形式で監督主将会議（代表者会議）を

実施します（ZOOM を予定）。 

【成年の部、中学生の部】 

202１年 4 月 16 日（金） 16:00～（予定） 

【高校生の部】 

202１年 4 月 23 日（金） 16:00～（予定） 

  アプリ及びリンク先等については、愛知県ボート協会ホームページに大会開催 1 週間前までに掲

載しますので、確認をお願いします。 

※棄権・メンバー変更・シート変更の申請・届出書は、事前に愛知県ボート協会ホームページに

掲載いたします。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。（プログラムにも掲載しますので、切り取って使用ください。） 

 

１４．新型コロナウィルス感染拡大防止対策について 

・日本スポーツ協会及び日本ボート協会等の各種ガイドラインに従って実施いたします。 

・参加にあたっては、各人大会前 14 日間の体調管理・記録をお願いいたします（提出は不要）。    

また、各人毎に「大会前健康調査質問票」へ記入いただき、大会受付へ提出ください（代表者がまと

めて提出ください。個々の提出は認めません）。 

・スマートフォンをお持ちの方は、極力『接触確認アプリ』をインストールして利用いただくようお

願いします。 

・会場へ入場する際に検温を実施いたします。37.5 度以上の方は会場へは入場できません。 

・会場へのご来場について、出漕時間に合わせご来場いただき、レース終了後、速やかにご退場頂き、

会場内の滞在時間を極力短くしていただきますようご協力をお願いいたします。 

・本大会は密を避けるため、無観客での開催とします。また、声を出しての応援も禁止とさせていた

だきます。 

・大会終了後２週間程度内に新型コロナウィルスの発症があった場合、当協会に連絡をお願いします。

（濃厚接触の可能性のある方を特定し、当該者への連絡を行うため。） 



 

１５．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/ 

   

１６．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。 

競漕規則・細則の第10条において、『すべての艇のフットストレッチャーは選手が緊急時におい

て速やかにボートから離脱することができる（クイックリリースフットストレッチャー）形式で

なければならない』と定められており、『これに違反している艇は、用途や場所などを問わず、い

かなる場合も使用できない』とし、『この違反艇でレースに出漕したクルーは失格となる』と定

められています。なお、同条の細則で、この罰則規定は2023年4月1日からとしており、それま

では指導を与えることとなっています（本大会でもこれに準じます）。出漕艇の安全面について、

十分留意・配慮願います。 

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。 

 

 
 

以 上 

 

添付 各種申込様式 

 ・出漕申込書（原則 WEB エントリー） 

 ・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） 

 ・大会前健康調査質問票 

１７．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  野崎 鷹昭 

       メールアドレス publicenemy1026@gmail.com 

  yuataira@ninus.ocn.ne.jp 


