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平成 23 年 12 月 27 日 

社団法人日本ボート協会 

 

第５回全日本（JARA）マスターズレガッタ 開催要項 
 

1. 大会名称 第 5回全日本（JARA）マスターズレガッタ 

2. 開催趣旨 当レガッタはボートを生涯スポーツとしてより多くの人に楽しんでもらう為、

男女 27 歳以上のマスターズ漕手を対象として開催する。この為、勝ち負けは勿

論重要だが、すべての参加者がその動機は様々に、気楽に、気ままに、自分の

体力に従って競技を楽しめるようにすることを目標とする。又、それに留まら

ず全国から参加する“漕友”と共に楽しいひと時を過ごす懇親の場を提供する

ことも、同じく目標とする。 

3. 期 日 平成 24 年 6 月 2日（土）～3日（日）≪2日間≫ 

※申込期間 平成 24 年 2 月 14 日（火）～4月 8日（日） 

4. 会 場 埼玉県 戸田ボートコース 

5. 主 催 社団法人日本ボート協会 

6. 主   管 社団法人日本ボート協会 

7. 後    援  

8．協  賛  

9. 競漕種目・ 

  出漕料 

 

 

 

距離 1,000ｍ 

■男子種目              ■女子種目 

 エイト、舵手付フォア         エイト、 

舵手付クォドルプル          舵手付クォドルプル 

 ダブルスカル、シングルスカル     ダブルスカル、シングルスカル 

■ 男女混成種目 

 エイト、舵手付クォドルプル、ダブルスカル 

 

距離 500ｍ 

■男子種目        ■女子種目      ■男女混成種目 

 ナックルフォア     ナックルフォア     ナックルフォア 

 

＊男女混成種目は女性が漕手の半数以上の構成とする。 

 

出漕料は一人当たり（漕手及び舵手共）1種目出漕料 5,000 円とする。ナックル

フォアでの出漕料は一人当たり（漕手及び舵手共）1種目 2,500 円とする。 

一人が複数種目にエントリーする場合は 2 種目以降については一律 3,000 円と

する。但し、ナックルフォアで複数エントリーする場合は 2 種目以降について

は一律 2,500 円とする。 
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10.年齢ｶﾃｺ ﾞ ﾘー

（舵手除く平均） 

 

 

 

 

 

＋Ａ：27 歳～35 歳、＋Ｂ：36 歳～42 歳、＋Ｃ：43 歳～49 歳 

＋Ｄ：50 歳～54 歳、＋Ｅ：55 歳～59 歳、＋Ｆ：60 歳～64 歳 

＋Ｇ：65 歳～69 歳、＋Ｈ：70 歳～74 歳、＋Ｉ：75 歳～79 歳 

＋Ｊ：80 歳以上 

＊算定の基礎となる年齢は、平成 24 年 12 月 31 日時点での満年齢とし漕手のク

ルー平均年齢を算出し、小数点以下の端数を切り捨てた年齢とする 

11. 競漕方法 

 

 

(1) 日本ボート協会の競漕規則に準ずるが、以下については例外とする。 

①男女混成種目を設定する 

ナックルフォアのレースを５００ｍで実施 艇計量を行わない（10 条） 

 ②出漕申込みに加盟協会長の承認を求めない（12 条） 

 ③出漕申込みに加盟協会、加盟団体の記入を求めない（13 条） 

 ④舵手の計量は実施せず、年齢、性別も問わない（25 条） 

 ⑤クルーのユニフォームは統一するが、男女混成クルーについてはそれを問

わない（30 条） 

⑥オールのブレードカラーの統一は問わない（30 条） 

(2) FISA方式に倣いトーナメント方式によるチャンピオンシップ形式ではなく、

全てのレースごとに優勝者を決定する方式とする。 

 競漕委員会は極力同様な平均年齢のクルー同士の対戦となるよう組合せを行

う。 

(3) 一人複数種目や複数団体からの参加も可とする。但し、舵手を除き年齢カ

テゴリーが異なる同一種目への参加は不可とする。複数レース参加の場合は、

添付のレーススケジュール予定を確認の上、申込を行うこと。なお、レース

スケジュールは参加者数により借艇の乗り換え時間を考慮して再調整される

が、申込後にダブルエントリーを理由としたレーススケジュールの変更は認

めない。また、舵手については同一種目の別カテゴリーに参加申込は可とす

るが、レーススケジュール決定時にこれを考慮せず、同一種目のダブルエン

トリーを理由としたレーススケジュールの変更は一切認めない。 

(4) 男子エイトに限り、女子選手の登録（参加）を認める。 

12.出漕資格 

 

 

(1) 日本国内居住者で国籍は問わない。 

(2) 日本ボート協会に平成 24 年度選手登録をした者。 

（マスターズレガッタ参加のための専用登録含む。） 

(3) 漕手の年齢については、平成 24 年 12 月 31 日現在で 27 歳以上の者とする。

   年齢確認は健康保険証、免許証など公的な書類をもとに行う。 

（尚、参加者全員に健康保険証の携行を求めている） 

(4) 舵手については性別、年齢を問わない。 

(5) ボート協会役員も選手としての参加を認める。  

(6) 健康管理は自己責任とし、出漕時受付でその旨の誓約書を提出する。 
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13.使 用 艇 

 

(1) エイト及びナックルフォアは配艇（借艇料の負担を要する）とする。 

(2) その他の種目は自艇参加を原則とするが、若干の借艇希望を受け付ける。 

借艇料は 1シート当り 2,000 円、但しナックルフォアは 500 円。 

注：配艇・借艇のオールはエイトを除き、マコン型を標準とする。ナックル以

外については標準マコン型以外のオールを利用希望の場合は持参が必要。ナ

ックルについては備え付けのオール以外への交換を認めない。 

注：配艇エイト及びナックルのリギングは主催者の標準設定とし、変更は認め

ない。但しストレチャーの前後移動及び主催者装着の C型ワッシャーがある

場合はワークハイトの調整を認める。 

 

15. 表 彰 全てのレースごとに優勝を決定し、優勝者に対してのみメダルを授与する。 

複数カテゴリーを同一のレースで行う場合はカテゴリー毎に優勝者を決める。 

 

16.パーティー 

 

 

第 1 日目のレガッタ終了後参加者全員のマスターズパーティーを実施する。 

費用は一人 3,000 円とする。 

＊監督、補欠、マネージャーも費用を支払い全員参加することを原則とする 

尚、不参加であっても返金はしない 

 

17.出漕申込 

 

 

(1) 出漕申込： 

2 月 14 日以降、日本ボート協会ホームページの大会情報の平成２４年度

大会情報から「第 5回全日本マスターズ大会」を選択し、エクセルによるエ

ントリーシートをダウンロードして記入の上、そのファイルを Email に添付

して指定のメールアドレスまで申し込みを行う。なお、選手交代は「出漕変

更」として都度行うものとして、手続きは次項に定める。 

申し込み先 Email: masters@jara.or.jp 

注：マスターズ専用の選手登録ではなく、平成 24 年度に日本ボート協会へ

正式の選手登録を行う場合はマスターズ大会エントリー以前にその手

続きを済ませておく必要がある。なお、マスターズ専用の選手登録は

大会エントリー時に同時に手続きする必要がある。 

(2)申込期間：平成 24 年 2 月 14 日（日）～平成 24 年 4 月 8日（日）午後 6時 

(3)出漕費用払込： 

申込期間終了後（2 月 14 日～4 月 8 日）、出漕料、借艇料、パーティー費、

マスターズ専用選手登録費用等の請求書を事務局から発送するので届き次

第振込み等請求書に記載の方法で送金のこと。 

請求書送付：4月 16 日以降順次発送予定。 

入金締切日：5月 2日（水） 

期日までに入金がない場合は棄権とみなす。また、一旦払い込まれた出漕料、

借艇料及びパーティー費用は、出漕を取消しても返却しない。 
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 (4)問合せ先: 

Email: kyogi@jara.or.jp 

〒150-8050 東京都渋谷区神南 1-1-1 岸記念体育会館内 

        社団法人日本ボート協会 

TEL:03-3481-2326 FAX:03-3481-2327  

 受付時間：月～金曜日（土曜、日曜、祭日を除く） 

      午前 10 時～午後 6時 

 

 

18．出漕変更 

 

出漕変更は期間により以下のとおり受付ける。 

(1) 参加申込後～4月 8日（日）まで 

・随時変更可能。（エントリーシートを Email で再送） 

・年齢カテゴリーの変更を伴う変更も可。 

(2)  4 月 9 日～試合開始 1時間前まで 

・「出漕変更願い」に必要事項を記入し競漕委員会に提出する。 

・出漕 1時間前までに申し出ることにより可とする。 

・年齢カテゴリーの変更は行わない。 

注：該当する年齢カテゴリーより年上のカテゴリーになる選手交代は認めるが

カテゴリーの変更は行わない。年齢カテゴリーが若いカテゴリーになるよ

うな選手交代の場合は、オープン参加として参加を認める。また、既に登

録済みのクルー間での選手交代やクルーの半数を超える選手交代は認め

ない。 

 

(3)出漕を取り止める場合は「棄権届」を出漕１時間前までに競漕委員会あて提

出の事。 

 

19. 組合せ 出漕組み合わせとレーンの割り当ては、競漕委員会が公平性に配慮し行う。 

20. 公式練習期間 (1)開場：平成 24 年 6 月 1日（金） 午前 9時～午後 5時  

(2)配艇練習：シェル艇 6月 1日 午後 1時～午後 5時 

ナックル 6月 1日 午後 1時～午後 5時 

配艇練習の借艇料はシェル艇では 1シート 1,000 円とする。 

ナックルフォアは１シート 250 円とする。料金は配艇係員に直接支払う。 

(2) 配艇練習は競漕委員会への申し込みにより調整し決定される。 
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21．注意事項 (1)大会参加者は会期中、健康保険証（カード）を各自携行する事。 

(2)大会参加者の個人情報は、本大会運営の範囲内で使用する。 

(3)主催者は大会期間中公式練習期間も含め、危険防止のためのルールを定め、

事故防止に努める。 

(4)大会参加中の怪我、死亡、その他事故は自己責任として、主催者は責任を 

負わない。 

(5)大会中に主催者関係者により撮影したビデオ・写真や大会結果などの著作物

の一切の著作権、選手・観客その他関係者の肖像権など、及びその他此れを

使用する一切の権利は主催者である日本ボート協会に属する。又、これ等の

管理は当協会が運営指針に沿って被写体の許可なく利用できるものとする。

 

 

 

問い合わせ先 

実行委員会 

 

日本ボート協会ホームページ「大会情報」全日本マスターズ 

レガッタに掲載の問合せフォームでお問い合わせください。 
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出漕申込の手順・申込方法・申込期限 

手 順 出 漕 申 込 

書類の作成と送付 

 

 

出漕申込： 

2 月 14 日以降、日本ボート協会ホームページの大会情報の平成２４

年度大会情報から「第 5回全日本マスターズ大会」を選択し、エクセルに

よるエントリーシートをダウンロードして記入の上、そのファイルを

Email に添付して指定のメールアドレスまで申し込みを行う。なお、選手

交代は「出漕変更」として都度行うものとして、手続きは次項に定める。

申し込み先 Email: masters@jara.or.jp 

注：マスターズ専用の選手登録ではなく、平成 24 年度に日本ボート協会

へ正式の選手登録を行う場合はマスターズ大会エントリー以前にそ

の手続きを済ませておく必要がある。なお、マスターズ専用の選手

登録は大会エントリー時に同時に手続きする必要がある。 

 

出漕料等の支払 

 

 

申込期間終了後（2月 14 日～4月 8日）、出漕料、借艇料、パーティー費、マ

スターズ専用選手登録費用等の請求書を発送するので届き次第振込み等請求

書に記載の方法で送金のこと。 

請求書送付：4月 16 日以降順次発送予定。 

入金締切日：5月 2日（水） 

期日までに入金がない場合は棄権とみなす。 

 

                 ▼               ▼ 

申込期間 平成 24 年 2 月 14 日（火）～平成 24 年 4 月 8 日（日）午後 6 時 

                 ▼               ▼ 

注意事項 １）一旦支払った出漕料、借艇料及びパーティー費用は参加を取り消しても

返却しない。 

２）Email or 協会持込み以外の申込み（口頭、電話）は受付をしない。 

３）申込締め切り日以降の申込は受理しない。 

 


