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                     2023 年 2 月 15 日 

公益社団法人日本ローイング協会 

 

第 101 回全日本ローイング選手権大会 開催要項 
 

1. 大会名称 第 101 回全日本ローイング選手権大会 

2. 期 日 2023 年 5 月 18 日(木)～5月 21 日(日) ≪4 日間≫ 

3. 会 場 東京都江東区 海の森水上競技場 

4. 主 催 公益社団法人日本ローイング協会 

5. 特別協賛 未定 

6. 競漕種目・ 

  出漕料 

距離 2,000ｍ 

男子種目 出漕料 女子種目 出漕料 

シングルスカル 10,000 円 シングルスカル 10,000 円

ダブルスカル 18,000 円 ダブルスカル 18,000 円

軽量級ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ 18,000 円 軽量級ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ 18,000 円

ペア 18,000 円 ペア 18,000 円

軽量級ペア 18,000 円 軽量級ペア 18,000 円

フォア 30,000 円 クォドルプル 30,000 円

クォドルプル 30,000 円 舵手つきフォア 33,000 円

舵手つきフォア 33,000 円 エイト 60,000 円

エイト 60,000 円  
 

7. 競漕方法 日本ローイング協会の競漕規則による 

8. 出漕資格 (1)日本に居住する者。国籍は問わない。 

(2)都道府県協会の加盟団体に登録し、日本ローイング協会に 2023 年度の選手登

録をしている者 

(3)出漕は 1団体から 1種目 1クルーとする。 

(4)出漕は 1人につき 1種目とする。 

(5)女子エイトに限り、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)女子エイトに限り、ダブルエントリーは可。レース間隔は配慮する。 

(7)選手は下記エルゴ基準タイム(2,000ｍ)を目安として参加申込をすること。 

  オープン(2x、2-) 男子 6分 40 秒、女子 7分 50 秒 

  軽量級(2x、2-)、1x(区分無し) 男子 6分 50 秒、女子 8分 00 秒 

  シングルスカル、ダブルスカル、ペアはこの基準タイムを切る公式タイムを

持つことを出漕資格とする。他の種目の出漕資格の要件としないが、参 

  加目安とする) 

 ※シングルスカル、ダブルスカル、ペアの出場選手は、別紙に定める要領 

  により、公式エルゴ記録を提出すること。 

(8)軽量級種目は体重で以下の条件を満たすクルー 

 1)男子選手 

  ①漕手の平均体重は 70kg 以下であること 
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  ②個人およびシングルスカルの選手は 72.5kg 以下であること 

 2)女子選手 

  ①漕手の平均体重は 57kg 以下であること 

  ②個人およびシングルスカルの選手は 59kg 以下であること 

(9)舵手の性別は問わない。 

(10)出漕するすべての選手は JADA ホームページにあるアンチ・ドーピング e ラ

ーニングプログラムを受講し、修了書を提出すること。 受講方法・修了証

提出方法については、別途、大会ホームページにて告知する。 

9. 使 用 艇 自艇とする。 

 10. 艇の重量 (1)艇重量は競漕規則第 11 条に定める下表の最小重量を満たしていること。 

艇種 1× 2× 2－ 4－ 4＋ 4× 8＋ 

重量 14kg 
以上 

27kg
以上

27kg
以上

50kg
以上

51kg
以上

52kg
以上

96kg
以上 

(2)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、重量不足で同種目の以降のラウンドに出漕した場合、そのクルーは失格

 とする。 

(3)事前艇計量を実施予定 

11.選手の計量 舵手及び軽量級漕手は出漕種目ごと、各自の当日最初のレース発艇 2時間前から

1時間前までに艇庫棟に設置する計量所で体重計量を受けること。 

12.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。 

13.ユニフォーム 混成クルーを含め、クルーのユニフォームには所属・代表団体クルー名を統一し

て表示すること。 

14.バウナンバー バウナンバーは大会本部で用意する。 

15. 表 彰 表彰は種目別に行う 

► 優勝：優勝杯(持ち回り) メダル 賞状 

► 2 位、3位：メダル 賞状 ► 4 位～8位：賞状 

16. 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)日本ローイング協会へ下記のいずれかで出漕料を支払う。 

  ①銀行振込 ⇒ みずほ銀行 渋谷支店  

    当座預金 No.05386 口座名義 公益社団法人日本ローイング協会 

    支払者名の前に団体コードを入力する。 

  ②現金 ⇒ 協会での受付のみ 

(3)加盟協会長の承認を受けた後、出漕申込書類、払込取扱票／振込明細(コピー)

を日本ローイング協会へ①郵送、②FAX、③E-mail して申し込む 

(4)申込期限：2023 年 3 月 31 日(金)午後 5時 ≪当日消印有効≫ 

17．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)加盟協会の承認を受けた後、日本ローイング協会へ出漕変更願いを 

  ①郵送、②FAX、③E-mail する。 

(3)事前変更届出期限：2023 年 5 月 15 日(月)午後 5時 

  ※この期限までに変更がはっきりしたものは事前の変更手続きを可能な限

り行ってください。 

(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。 
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18. 組合せ抽選 (1)日時、場所 

  2023 年 5 月 17 日(水)午後 1時、大会本部、公開方式 

※抽選前に棄権が確定している場合は、抽選 1時間前に必ず棄権届を提出の

こと。 

(2)出漕組み合わせとレーンの決定方法 

  ・予 選：抽選により決定 

  ・敗者復活戦：予選タイムにより決定 

  ・準 決 勝：予選及び敗者復活戦のタイムにより決定 

  ・順位決定戦/決勝：準決勝のタイムによりレーンを決定 

  ・発 表：抽選後 Web に掲載 

19. 代表者会議 (1)日 時：2023 年 5 月 17 日(水)午後 1時 オンライン 

(2)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す。 

20. 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る。 

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。 

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する。 

(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)コースの航行ルールについては日本ローイング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。 

(6)スポンサー対応として、艇とオールの指定された場所に大会本部で用意した

ステッカーを表示すること。 

You tube 配信 4 日間レースの配信を行う予定 

テレビ放送 決勝レースの模様がテレビ放映される予定 

※本大会はコロナ感染対策のための制限は行わないが、これまでどおり基本的な感染対策（手洗い、

屋内のマスク着用）は各自行うこと。また有症状者は自主的に隔離すること。 

感染対策も含め、政府、開催地自治体より指示があった場合には別途 JARA ホームページ上に発表さ

れる指示に従うこと。 

※記載以外の海の森水上競技場での運営方法は随時ホームページで発表する。 
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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 10,000 円 フォア 30,000 円 エイト 60,000 円 

ダブルスカル 18,000 円 クォドルプル 30,000 円   

ペア 18,000 円 舵手つきフォア 33,000 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

(https://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

(https://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 【銀行振込】みずほ銀行 渋谷支店  

当座預金 No.05386 

口座名義： 

公益社団法人日本ローイング協会 

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振込明細(②③はコピー可)を日本

ローイング協会へ郵送、FAX、E-mail

する 

出漕申込変更願いを日本ローイング

協会へ郵送、FAX、E-mail する 

棄権届も同様とする 

                                 ▼                 ▼ 

申込期限 2023 年 3 月 31 日(金)午後 5時 

※郵送は当日消印有効 

2023 年 5 月 15 日(月)午後 5時 

※郵送は当日消印有効 

                 ▼                 ▼ 

申込・届出 

問い合わせ先 

公益社団法人日本ローイング協会 

TEL:03-5843-0461  FAX:03-5843-0462  Email:kyogi@jara.or.jp 

〒160-0013 東京都新宿区霞ケ丘町 4-2 Japan Sport Olympic Square606 

受付時間：月曜日～金曜日(土、日、祝日を除く) 

 

注意事項 1)一旦支払った出漕料は参加取消をしても返却しません。 

2)郵送、FAX、Email 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。 

 

2023 年 2 月 15 日 


