
令和４年１１月２８日 

                                    福岡県ボート協会 

 

第３５回全国インドアローイング大会 
第 18 回福岡県インドアローイング大会(B 大会)開催要項 

 
1. 大会名称 第 35 回全国インドアローイング大会 第 18 回福岡県インドアローイング大会 

2. 期 日 令和４年 12 月 24 日（土）開場・受付 10:00 ～ 競技 11：00～15：00 (予定) 

表彰式 15:00～    ※受付・競技時間は参加者数により変更有。 

3. 会 場 福岡県立東筑高等学校 百年館 

〒807-0832 福岡県北九州市八幡西区東筑 1-1-1 TEL：093-691-9531  

4. 主 催 公益社団法人 日本ボート協会 福岡県ボート協会 

5. 後  援 遠賀町 

6. 主 管 福岡県ボート協会 

7. 運営協力 福岡県高体連ボート専門部・県内高校・大学ボート部 

8. 競技種目 距離 2,000ｍ 

男子種目 年齢 

軽量級・オープン 19-29 歳

軽量級・オープン 30-39 歳

軽量級・オープン 40-49 歳

軽量級・オープン 50-59 歳

軽量級・オープン 60-69 歳

体重別なし   13-15 歳

体重別なし 16-18 歳

体重別なし 70 歳以上

パラ部門 区分無し

 

距離 1,000ｍ 

男子種目 年齢 

体重別なし 12 歳以下

 

距離 500ｍ 

男子種目 年齢 

体重別なし 9 歳以下
 

距離 2,000ｍ 

女子種目 年齢 

軽量級・オープン 19-29 歳

軽量級・オープン 30-39 歳

軽量級・オープン 40-49 歳

軽量級・オープン 50-59 歳

軽量級・オープン 60-69 歳

体重別なし   13-15 歳

体重別なし 16-18 歳

体重別なし 70 歳以上

パラ部門 区分無し

 

距離 1,000ｍ 

女子種目 年齢 

体重別なし 12 歳以下

 

距離 500ｍ 

女子種目 年齢 

体重別なし 9 歳以下



9. 競技方法 

(全国統一ルール) 

(1) 全国統一種目は、男女ともにオープン・軽量級・体重別なしの３区分とし

全 30 種目とする 

(2) 全国統一種目の距離は 2,000ｍとし、12 歳以下の 1,000ｍ、9歳以下の 500

ｍを別に定める。 

(3) 軽量級の体重は男子 75kg 以下、女子 61.5kg 以下とする 

(4) 年齢は令和 5 年 4 月 1 日現在における年齢とする 

(5) ローイングエルゴメーターはコンセプトⅡ社製のモデル C、モデル D、モ

デル E 機材を使用する。また、ダイナミックエルゴ＆スライドは測定数値

が上記機材とは異なり、平等性に欠けるため使用不可とする。 

(6)県ボート協会役員が立ち会いを行う。 

(7)団体戦等、オープン種目については、各主管による自由設定とする。 

(8)パラ部門の設定については、ホームページに掲載する詳細情報を確認する 

こと。 

10．参加申込み 別紙申込書に必要事項を記入の上、１２月８日（木）までに、Eメールで申し

込むこと。締め切りを厳守してください。 

お申し込みの際はファイル名に必ず団体名を入れて下さい。申し込み後、確認

のメールを返信します。もし数日経っても返信がない場合はお問合せ下さい。

Email doors-na@qf6.so-net.ne.jp (明石) FAX 093-691-9531 (東筑高校) 

エントリー確定までの流れ 

１２月８日（木）申込み締切 

→ 確認後返信メール 

→ 組み合わせ・レース時間を送信（12 月 21 日（水）予定） 

11.参加料 個人  1 人 １，０００円  

   （ただし県外参加者の参加者は５００円とする） 

団体戦 なし（団体戦のみのエントリー不可。メンバーが揃わない場合はご相

談ください。） 

当日受付にてお支払い下さい。 

12. 結果発表 (1) 参加者の記録はすべて日本ボート協会へ報告する。 

(2) 日本ボート協会は参加者の記録を集計し、全国ランキングを決定する。 

※集計する記録は全国統一種目のみとする。 

(3) 日本ボート協会は各大会の記録をホームページに掲載し、全国ランキング

を「月刊 Rowing」に発表する 

13. 表 彰 (1) 日本ボート協会は全国ランキングにより、総合・種目別上位者（1～3位）

を表彰する 

(2) 各大会における表彰は各主管に一任する。※福岡大会ローカルルールに別

途説明有り 

(3) 競漕は１人につき１種目とする 

※複数大会に出場する選手は最も良いデータのみを全国表彰の対象とする。 

14．その他 (1) 大会参加者の個人情報は大会運営の範囲内で使用する。 

(2) 大会出場選手の肖像権ならびに全ての権限は主催者側にあるものとする。 



※公式ウェブサイト内の掲出や広報誌などに使用される可能性がある。 

(3）コロナ感染症対策として、会場の換気、参加選手の健康調査、手指消毒、 

  特に使用機器の消毒などを適切に行うこと。また、開催地自治体のコロナ 

対策指針に従い、開催を行うこと。 

(4) 記録は次年度の国民体育大会の福岡県代表選手の選考において使用しま

す。国体を目指す選手は原則として本競技会に参加すること。または都合

がつかない場合は他日程で他県で行われている同競技会に参加すること。 

福岡大会ローカルルール 

（１）表彰について 

福岡大会では以下の５つのカテゴリーにおいて福岡大会の中で１～３位までに入賞された方に

表彰します（ただしエントリー数が少ないカテゴリーは変更する可能性もあります）。入賞され

た方にはメダル及び副賞を授与します。各カテゴリー男女。団体戦に関しても表彰します。 

①中学生の部 ②高校生の部 ③ 大学・社会人の部 ④マスターズの部 

（２）団体戦（リレー）について 

個人でエントリーされた方は団体戦にエントリーできます（団体戦のみのエントリーは不可）。

団体戦の競技方法は１人５００ｍ×４人＝２０００ｍのリレー形式で競漕します。一つの団体

より複数の参加可（その際は１クルーずつ名前をつけて下さい）。人数が不足する場合は、個人

戦に参加された方同士で、クルーを作ることは可能ですのでその際はご相談ください。 

団体戦のレース時間は個人のレース終了後となります。エントリー数にもよりますがおそらく

14:30 頃と思われます。 

その他 

・Erow システムを用いてスクリーンにレースの様子を投影します。 

・様々なカテゴリーを用意しておりエントリーレベルからお楽しみいただけます。 

・できる限り同じカテゴリーの同じレベルの選手と対戦できるよう組み合わせを作ります。 

・参加していただける方から副賞のご提供を募集しています。（地元の名産や会社のノベル 

ティーグッズ等寄贈していただければ幸いです）。表彰の際にご紹介させていただきます。 

・会場には練習用エルゴを完備していますのでウォームアップにご利用ください。 

・スターラインジャパンの協力によりレンタルエルゴマシンの払い下げを行います。価格は 

135,000 円/台（税込 148,000 円）送料 5,000 円（税込 5,500 円）です。通常価格 

150,000円/台（税込165,000円） より15,000円ほどお安く購入できます。購入を希望 

される方は１２月８日（木）までにお知らせください（当日会場からお持ち帰りになります）。 

 

 問い合わせ先 

福岡県ボート協会（福岡県立東筑高等学校内） 

〒807－0832 福岡県北九州市八幡西区東筑１－１－１ 

TEL:093－691－0050  FAX:093－691－9531   

Email: doors-na@qf6.so-net.ne.jp 

担当 明石 典宏 

携帯 090-8910-9699  携帯メール superakashi70@docomo.ne.jp 


