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平成 30 年 3 月 12 日 

公益社団法人日本ボート協会 

 

2018 ジャパンカップ国際レガッタ開催要項 
 

1. 大会名称 2018 ジャパンカップ国際レガッタ 

2018 Japan Cup International Regatta 

2. 期 日 平成 30 年 5 月 18 日（金）～5月 20 日（日） ≪3日間≫ 

3. 会 場 埼玉県戸田市 「戸田ボートコース」 

4. 主 催 公益社団法人日本ボート協会 

5. 競漕種目・ 

 出漕料 

距離 2,000ｍ 

男子種目 出漕料 

シングルスカル 7,000 円

ダブルスカル 14,000 円

舵手なしペア 14,000 円

軽量級シングルスカル 7,000 円

軽量級ダブルスカル 14,000 円

軽量級舵手なしペア 14,000 円
 

 

女子種目 出漕料 

シングルスカル 7,000 円

ダブルスカル 14,000 円

舵手なしペア 14,000 円

軽量級シングルスカル 7,000 円

軽量級ダブルスカル 14,000 円

軽量級舵手なしペア 14,000 円
 

6. 競漕方法 FISA ルールによる 

7. 出漕資格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 東アジアの国および地域（中国、日本、韓国、香港、台湾）居住者。 

（2）日本国内居住者（国籍は問わない）は都道府県ボート協会の加盟団体に登

録し、日本ボート協会に平成 30 年度選手登録をした者。 

（3）1 団体からの出漕クルー数は制限なしとする。クルー名称は登録団体名の

後にＡ、Ｂ、Ｃ、を付けて区別すること。 

（4）出漕は 1人につき 1種目とする。 

（5）混成クルーの出漕は可。クルー所属団体名の一つをそのクルー名称とする。

（6）上記の国・地域の代表クルー（ナショナルクルー）の出漕可。 

（7）全日本軽量級選手権とのダブルエントリーは認めない。 

 

8. 使 用 艇 （1）自艇とする 

（2）艇重量は下表の重量制限を満たしていること 

艇種 1× 2× 2－ 

重量 
14kg 

以上 

27kg

以上 

27kg

以上 

（3）レース終了後、艇計量を指示されたクルーは、使用艇の計量を国立艇庫で

受けること。重量不足と判定された場合、当該クルーの着順はそのレース

の最下位とする。もし、重量不足で同種目に再度出漕した場合、そのクル

ーは失格とする。 
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9．選手の計量 軽量級選手は出漕日ごと、各自の当日最初のレース発艇 2 時間前から 1 時間

前までに大会本部で体重計量を受けること 

10.ブレードカラー 混成クルーを含め、クルーのブレードカラーは統一すること 

11.ユニフォーム 混成クルーを除き、原則としてクルー全員のユニフォームを統一すること 

12.バウナンバー 

プレート 

クルーは下表のバウナンバープレートを各自で調達し、使用艇の艇首に装着す

ること。ただし、海外クルーには大会本部が貸し出すこととする。 

材質 プラスティック、または木製 

寸法 縦 25cm 横 15cm 厚さ 2mm 

地色 白色 

文字色 黒色 

文字サイズ 縦 20.5cm 横 11.5cm 太さ 3cm 
 

13. 表 彰 表彰は種目別・体重階級別に行う 

► 優 勝 ：メダル 記念品 

► 2 位、3位：メダル 記念品 

14. 出漕申込 （1）出漕申込書類に必要事項を入力してプリントアウトする 

（2）日本ボート協会へ下記のいずれかで出漕料を支払う。 

   ① 郵便振込 ⇒ 別添の払込取扱票に加盟団体名と団体コードを記入 

して送金する。 

   ② 銀行振込 ⇒ みずほ銀行 渋谷支店  

当座預金 No.05386 口座名義 公益社団法人日本ボート協会 

支払者名の前に団体コードを入力する。 

   ③ 現金 ⇒ 協会での受付に限る 

（3）加盟協会長の承認を受けた後、日本ボート協会へ出漕申込書類、払込取扱

票／振込明細（コピー）を①郵送、②FAX、③協会持込、して申し込む 

（4）申込期限：平成 30 年 4 月 6日（金）午後 5時 ≪当日消印有効≫ 

15．出漕変更 （1）出漕変更願いに必要事項を入力してプリントアウトする 

（2）加盟協会長の承認を受けた後、日本ボート協会へ出漕変更願いを 

①郵送、②FAX、③協会持込、する 

（3）事前の提出期限：平成 30 年 5 月 10 日（木）午後 5時 

(4) 事前変更の締切後は競漕規則第 27 条の適用により対応する。 

16. レース方法 （1）すべてのレースは、同じ艇種のオープン階級と軽量級階級を混合して実施する。

（2）出漕組み合わせとレーンの決定方法 

・タイムトライアル：5月 18 日（金）7時～（予定）、エントリーしたすべてのク 

ーが参加すること。 

・予選（Heat A, Heat B, Heat C）:タイムトライアルの結果（タイム）により、各

種目ともオープンと軽量級あわせて最大で18クルーを選出し、予選3レース（Heat 

A, Heat B, Heat C）への割り振りとレーンを決定。 

・決勝/順位決定戦（Final A, Final B, Final C): 予選 3レースの結果（着順）に

より、決勝/順位決定戦計 3レース（Final A, Final B, Final C)への割り振りと
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レーンを決定。 

（3）男女シングルスカルと男女ダブルスカルは、5月 19 日（土）に第１部（予選、

決勝/順位決定戦）を実施し、5月 20 日（日）に第２部（予選、決勝/順位決定戦）

を実施する。第1部と第2部の予選に出漕できるのは、いずれも上記5月 18日（金）

のタイムトライアルの上位 18 クルー（最大で）のみである。 

（4）男女ペアについては、5月 19 日（土）に予選を実施し、5月 20 日（日）に決

勝/順位決定戦を実施する。 

17. 代表者会議 

 

（1）日 時：平成 30 年 5 月 17 日（木）午後 6時、 

18 日（金）レース後、19 日（土）決勝レース後 

（2）場 所：大会本部 1階 

（3）出席者：各参加団体の代表者 1名（クルーごとではない） 

※代表者会議を欠席した団体は棄権とみなします 

（4）言 語：英語で行う 

18. ドーピング 

検査 

本大会は日本アンチ・ドーピング規定が適用されます。 

全参加競技者から対象者を抽出して、採尿・採血によるドーピング検査を 

会期中に行う場合がある 

19．注意事項 （1）大会参加者は会期中、健康保険証（カード）を各自携行すること 

（2）大会参加者の個人情報は、本大会運営の範囲内で使用します 

（3）大会出場選手の肖像権ならびに全ての権限は大会主催者にあるものとする

（4）戸田ボートコースの航行ルールについては日本ボート協会ホームページで

確認のうえ厳守すること 

 (5)主催者が大会中の安全を確保するための合理的かつ相当な注意を払ったに 

    もかかわらず発生した事故についての責任は、出漕者側の自己責任、すな 

    わち、出漕者の所属する団体または出漕者個人に帰属するものであり、主 

    催者は法的責任を負わないものとする。 

 

発 表 出漕申込締切後、日本ボート協会ホームページにエントリー表及び競漕日程を

掲載する 
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出漕料 

種目 出漕料 種目 出漕料 種目 出漕料 

シングルスカル 7,000 円 ダブルスカル 14,000 円 舵手なしペア 14,000 円 

 

出漕・変更申込の手順・申込方法・申込期限 

 手 順 出漕申込 出漕変更願い 

書類の作成 1）エントリーシステムホームページ

(http://entry.jara.or.jp/)に 

アクセス 

2）①出漕申込書、②出漕申込確認書 

に必要事項を入力、プリントアウト

1）エントリーシステムホームページ

(http://entry.jara.or.jp/)に 

アクセス  

2）出漕変更願いに必要事項を入力、

 プリントアウト 

加盟協会の承認 加盟する都道府県協会の承認を受け

る 

左記に同じ 

出漕料の支払い 【郵便振込】別添の③に団体名、団体

コードを記入して振り込み 

【銀行振込】みずほ銀行 渋谷支店  

当座預金 No.05386 

口座名義：公益社団法人日本ﾎﾞｰﾄ協会

支払者名の前に団体ｺｰﾄﾞを入力の事 

【現金】協会のみで支払い受付 

 

書類の送付 ①申込書、②出漕申込確認書、 

③払込取扱票／振込明細（②③はコピ

ー可）を日本ボート協会へ郵送、FAX、

または持込 

出漕申込変更願いを日本ボート協会

へ郵送、FAX、または持込 

棄権届も同様とする 

                                 ▼                 ▼ 

申込期限 平成 30 年 4 月 6日（金）午後 5時 

※郵送は当日消印有効 

平成 30 年 5 月 10 日（木）午後 5時 

※郵送は当日消印有効 

                 ▼                 ▼ 

申込・届出 

問い合せ先 

公益社団法人日本ボート協会 FAX：03-3481-2327 

〒150-8050 東京都渋谷区神南１－１－１ 岸記念体育会館内 

月曜日～金曜日 午前 10 時～午後 6時 （土、日、祝日を除く） 

 

注意事項 1）一旦支払った出漕料は出漕を取り消しても返却しません 

2）郵送、FAX、協会持込以外の申込（口頭、電話など）は受付しません 

3）締切日以降の申込は受理しません 

平成 30 年 4 月 18 日 


