
第 46 回⽇本リバーベンチャー選⼿権⼤会 

 
<追加要項> 

 

2022 年 4 ⽉ 27 ⽇更新版 
 
 

 

【内容】 

 ・5/3-5 公式練習のタイムスケジュールと内容 

 ・会場細則 

 ・リバベン代表者 LINE グループについて 

 ・リバベン参加証明証について 

 ・公式練習および⼤会当⽇の温泉利⽤について 



公式練習タイムスケジュール 

 

5 月 3 日 

【タイムスケジュール】 

7:00 親水公園前集合 

7:30 諏訪峡スカウティング 

10:30 上越館着・装備チェック・回送 

11:30  降下開始 

12:30  水上峡降下終了 

13:00  諏訪峡降下終了・解散 

 

【出艇順】 

1 グループ：11:30～ 

1st  ムラムラ！碧姦太郎 新潟大学 OB 

2nd 咲き乱れ      弘前大学 

3rd Cassius        新潟大学 

4th キャプテンさくら  弘前大学 

 

2 グループ：11:40～ 

 1st  ここ漕げ湾湾(ミックス)         静岡大学 

  2nd ガンギマリフォー the Final(ミックス) 静岡大学 

  3rd  Extend White                  神奈川大学 

 

【概要】 

・降下区間は上越館から銚子橋です。(当日の水位で変更の可能性があります。) 

・諏訪峡を降下しないチームは当日朝集合した際にお申し付けください。 

・諏訪峡を降下しないチームは紅葉橋まで降下後、スプリント区間でフリー練習です。 

・スリ―ウェイズ後、JA 付近、ストリッパーズ、紅葉橋、竜ヶ瀬下、ショットガン下をチ

ェックポイントとして付近にスポッターを配置しています。笛が吹かれた際はリバーサイ

ンを確認し、降下・エディキャッチ・レスキュー等の措置をとってください。 

上記のほかにも法政岩、笹笛橋、メガウォッシュ後、にもスポッターを配置していますが、

笛が吹かれない限りスルーしてもらって大丈夫です。 

 

【備考】 



・降下届 3 枚持ってきてください。 

・“Extend White”には鳥大ダッキーの 2 人がスタッフとして同乗する。7:00 に合流後、鳥

大 2 艇に合流してスカウティング。 

・弘前 2 艇にもオフィシャルスタッフが同乗、合流後一緒にスカウティング。 

・助っ人の車は基本各大学ごとに乗ってください。乗り切らなければオフィシャルの車乗っ

てください。 

・13:00 以降は自由です。 

 

5 月 4 日 

【ライムスケジュール】 

 7:00 水紀行館集合 

 7:30 キャプテンミーティング 

 8:00 SP 練習 

 9:30  光電管計測開始 

10:30  SP 練習終了・解散 

 

【備考】 

・SP 練習では光電管を設置し、計測します。 

8:00~9:30 までは自由に練習してもらって構いません。 

9:30~出艇リストに沿って計測していきます。余裕をもって出艇位置に移動をお願いしま

す。 

・10:30～はフリー練習とします。安全に気を付けて自由に練習してください。AKIKO の瀬

付近ではゲートを設置しているため、降下の際はお気を付けください。 

 

5 月 5 日 

【タイムスケジュール】 

 7:30 受付開始(親水公園の芝生) 

 8:00 SL キャプテンミーティング (親水公園の芝生) 

 8:30 装備チェック(出艇地点付近) 

 9:00 SL 開始 

11:45  SL 終了 

12:30  H２H キャプテンミーティング(親水公園の芝生) 

13:30  H２H 開始 

16:00  H２H 終了・解散 



 

【概要】 

・受付の際にゼッケンを配ります。右前の選手が着用し、番号順に出艇してください。 

・H２H の組み合わせは自由です。各チームごとに対戦相手を見つけてください。 

 

 

その他、わからない点などございましたら代表者 LINE 等でお尋ねください。 



 会場細則 

1.大会本部 
大会当日は、観光会館駐車場に特設ステージを設営し、河川敷に大会本部を設置します。 

大会期間中の事故等の対応は大会本部にて行います。 

なお、5月 20日（金）夜に実施予定の検艇はノルン水上スキー場駐車場（テント設営指定場所）に
て行いますのでご注意ください。 

 

２．開会式・閉会式 

開会式は大会本部付近（河川敷）で行い、閉会式・ナイトステージは特設ステージ（観光会館）で

行います。 

別途、大会スケジュールを確認の上、時間までに移動をお願いします。 

なお、式中の飲酒は禁止とします。 
 

3.水紀行館の利用に関して 
・館内での服装 

水紀行館は一般観光客のための施設です。そのため、ウェットスーツ等濡れた服装での館内立

ち入りを禁止とします。また、実際に濡れていなくても、誤解を招くような服装での行動は慎んでく

ださい。 

・館内設備の利用方法 

携帯電話・スマートフォン等の充電やドライヤーの使用など、館内の電気を無断で使用する行為

を厳禁とします。また、水紀行館館内でのミーティングは他のお客様のご迷惑となりますので控え

てください。 

・トイレの利用方法 

トイレは着替え、炊事、歯磨きなどの目的で使用することを禁止とします。着替えは SL 裏もしくは
その付近、沼田土木事務所駐車場、もしくは湯原多目的グラウンドにテントを設営して行うように

してください。テントを設営する場合も駐車場内や交通の妨げになるような場所には設置しないよ

うにしてください。また、トイレを汚した場合には各自で清掃を行い、常に清潔できれいな状態を保

ってください。 

・館内ゴミ箱について 

館内のゴミ箱について、水紀行館で購入したもの以外のゴミを捨てることを禁止とします。公式練

習中、および大会当日は運営側でゴミ箱を用意いたしますので、そちらをご利用ください。 
・足湯について 
水紀行館にある足湯を利用しないでください。 



今大会では、出艇地点（清滝建設資材置き場）に仮説トイレを設置しませ

んので、水紀行館のトイレを使用した上で出艇地点へ移動をお願いしま

す。 

 
4.ノルン水上スキー場利用に関して 
・テント設営場所 

テント設営場所はノルン水上スキー場駐車場とします。 

トイレは、今回、テント設営場所付近に仮設トイレを設置する予定です。

コテージにあるトイレや水場は使用しないでください。 

駐車場内のテント設営・駐車に関しては、必ず実行委員会の指示に従ってください。 

指定された場所以外にはテントを設営しないでください。（水紀行館、もみじ橋付近、笹笛橋付近

のテント設営は禁止です。） 

・ゴミ処理 

ゴミは各団体で処分してください。付近のコンビニ等に捨てることは禁止します。 

・トイレ 

各団体でトイレットペーパーの持参をお願いします。 

トイレを破損した場合は弁償していただきます。 

・その他 

・テント設営場所での花火、焚火、ペグ打ちは禁止とします。 

・公共の水道を利用してウェットスーツやその他装備を洗うことは禁止とします。 

・石などを使用した場合は、必ず元の場所に戻してください。 

・テント撤収の際、周囲のゴミなどを回収し、周囲を清掃してください。 

・本大会では、規模の大小にかかわらず他団体を交えた夜の宴会を禁止いたします。トイレ等以

外では各大学、団体に定められた区画内から出ることを禁じます。ノルンで飲食を行う際も各大

学の区画内で行うようにしてください。また、コテージを利用する場合は、運営が指定した区画に

いなくても構いませんがコテージエリアから出ないようにしてください。 
                                                                                                                                                 

駐車場内での事故や盗難に関して、実行委員会は一切責任を負いませんので、十分注意してく

ださい。 

 

 



 

 

① 関東圏以外のその他学生団体 

② 関東圏以外の社会人団体 

③ 新潟大学探検部及び同団体関係者 

④ 鳥取大学探検部及び同団体関係者 

⑤ 静岡大学探検部及び同大学関係者 

⑥ 関東圏の社会人団体  

⑦ 関東圏のその他学生団体 

⑧ 一橋大学ストローム会及び同団体関係者 

 

5.各駐車場の利用について 
・水紀行館周辺 

水紀行館付近の町営駐車場が、休憩・スタッフ待機など、練習の基点になります。ただし、一般客

の利用も多い場所になりますので、この項を熟読し、必ず実行委員会の指示に従ってください。 

 

公式練習中は、駐車場は基本的に町営駐車場ＳＬ側のみを使用してください。 

大会当日は、沼田土木事務所駐車場、もしくは湯原多目的グラウンドに駐車してください（町営駐

車場の使用は禁止です）。ただし、沼田土木事務所駐車場内の車庫には緊急車両が駐車してい

るため、駐車場内に車両が出入りできるよう、通路を開けてください。同様の理由で、防災倉庫前

の駐車は禁止します。 



 

 
         公式練習                   大会本番 

 

・銚子橋（諏訪峡ゴール地点） 

銚子橋の駐車について、下記の写真を参考にして下段奥側よりつめてご駐車ください。 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

 

 

 

 

 

水明荘周辺 

公式練習日の練習時間中、水明荘前付近の道路は上流方向への一方通行とします。また、狭い

道なので安全な速度での走行をお願いします。また、スカウティングの際に駐車場を使用する時

には、必ずフロントの方にリバベンの選手である旨を伝えてください。その際に、何度もフロントの

方をお呼びして負担をおかけしないように、各団体でまとまって行動してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・上越館付近（出艇地点） 
この地点は多くのコマーシャルカンパニーの方も利用するので、利用の際は十分注意してください。 

特に、土曜日・日曜日・祝日の 9時半～10時ごろは大変混み合いますので、できる限りこの時間
帯に選手の皆様は利用をお控えください。 

また、河原への自動車での乗り入れの一切を禁止します。自動車が侵入できるのは写真の場所

までです。ボート等の装備は写真の駐車場所から歩いて運搬してください。公式練習及び、大会

当日はスタッフの指示に従ってください。 

出艇場所上流にある二つの岩よりも上流へは進入禁止とします。 
                                    

   
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

 

 



 

今後は、写真の場所（広場の国道側）に侵入口手前から詰めて駐車してください。ただし、通路を

ふさがないよう気を付けてください。駐車はダウンリバーの際の回送用車のみにし、長時間の駐

車を禁止します。各団体でまとまり、なるべく少ない台数でお願いします。 

また、当土地においてあるモノはすべて土地所有者の方のモノなので、一切手を触れないでくださ

い。 

 

６．自動車交通規制 
・車の上に 2 艇以上のボートを積むことを禁止とします。ボートは必ずキャリアにロープなどで固
定してください。同乗者がロープを持ったまま、自動車を走行させることは禁止とします。 

・道路交通法上、積載物の車体からのはみだしは、縦が車体の 1.1 倍までとなります。それ以上
のはみだし、および横のはみだしは違法です。各自、十分に気を付けてください。 

・紅葉橋付近、笹笛橋付近の駐車は禁止とします。停車する際は、必ず運転者が同乗し、ボート

等の装備を積み下ろしたら速やかに自動車を移動させてください。 

・水上駅付近の商店街においてボートを積んでの通行は禁止とします。 

・会場付近は安全運転を心がけてください。特に、ノルン水上スキー場からの下り坂や水上駅付

近の商店街では徐行運転をお願いします。 

 

会場規定を順守していただけないチームもしくは団体には、失格を含む罰則を科す可能性があり

ます。 



○リバベン代表者 LINE グループについて 
 

今⼤会でも LINE グループにて⼤会に関する情報(要項の更新など)や会場使⽤の注意喚
起、またオフィシャルに寄せられた質問の共有を⾏う予定です。以下に掲載しております
QR コードを読み込んでいただき、『46th リバベン代表者 LINE』への参加を願いします。
こちらの QR コードは最新版の LINE でのみ機能します。万が⼀読み込めない場合はご⾃
⾝の LINE のアップデートを確認していただくか、オフィシャルにご連絡ください。 
また既に参加している⽅で他チームの代表者の L I N E をご存知の⽅は招待していただけ
る有り難いです。 

 また⼤会に関する質問は、 
 競技関連：和⽥隆太郎(⿃取) 
 会場関連：加藤⼤雅(⼀橋) 
 会計関連(エントリーなど)：葛⻄未来(静岡) 
 その他：各⼤学のオフィシャルまたは 
     委員⻑の中村亮介(⼀橋) 
 にご連絡ください。回答させていただいた後必要に応
じて代表者ライングループにて共有致します。 
 
 

 

○リバベン参加証明証について 
  

今⼤会から紙ではなく電⼦画像のリバベン参加証明証になりました。選⼿・⼤会関係者の
皆様には 2022 年 5 ⽉ 1 ⽇に参加していただいた LINE グループにて画像を送信致します。
ご協賛いただいている地元企業を利⽤する際にはスマートフォンにてこちらの画像を提⽰
するようお願い致します。また選⼿・⼤会関係者以外はこちらの参加証明証は利⽤できませ
んので、この画像を外部に流すなどはご遠慮ください。 



○公式練習および⼤会当⽇の温泉利⽤について 
  

＜割引券配布＞ 

 ⼤会運営側より今年もご協賛をいただいている湯テルメ⾕川様の割引券を 5 ⽉ 4 ⽇ 7:30

のキャプテンミーティングにて１チームにつき４枚配布する予定です。また温泉街にあり

ますふれあい交流館様からも割引券を頂く予定です。こちらの温泉は利⽤⼈数に限りがあ

りますので、社会⼈など少⼈数のチームに配布させていただきます。5 ⽉ 4 ⽇公式練習に参

加されないチームは他公式練習⽇のキャプテンミーティングかその他の空いている時間に

お渡しますので地元渉外担当の⼤島千尋にお声がけください。 

 

＜利⽤上の注意＞ 

毎年⼀部の温泉施設にリバベン関係者が殺到し、他の利⽤者の⽅々の迷惑になってしま

う状況が発⽣しています。⼈数が多い⼤学は少⼈数に分かれて、利⽤時間や利⽤施設を分散

するなど他利⽤者の⽅々への配慮を宜しくお願い致します。また特に GW 中は温泉利⽤者

が多いと予想されます、練習後温泉に⾏かれる場合には混雑状況などを事前に電話で問い

合わせるなどしてください。温泉施設を利⽤する際はウェットスーツをはじめとした川装

備、砂のついた靴などは施設を汚してしまう可能性がありますので絶対に持ち込まないで

下さい。 

 

＜みなかみ温泉施設⼀覧＞ 

湯テルメ⾕川様・ふれあい交流館様以外にも、みなかみ観光協会を通してリバベン関係者

の利⽤を事前周知していただいている温泉施設があります。みなかみ滞在時には⼀か所集

中を避けるためにぜひこれらの温泉施設もご利⽤くださるようお願い致します。 

・湯テルメ⾕川 

 〒379-1619 群⾺県利根郡みなかみ町⾕川 514-12 TEL.0278-72-2619 

営業時間：［7 ⽉-10 ⽉］9:00-20:30（受付終了 20:00） 

定休⽇：第 3⽊曜⽇（祝⽇の場合は翌⽇） 

HP：https://mizunofurusato.com/yuterum 

 ⼤⼈ 630円  

・ふれあい交流館 

〒379-1617 群⾺県利根郡みなかみ町湯原 801 

TEL.0278-72-8885 

営業時間：（冬季）11:00~20:30 （夏期）11:00~21:00       

定休⽇：毎週⽕曜⽇（休⽇の場合は翌⽇に変更） 

 ⼤⼈ 600円 

  



・上牧温泉 ⾵和の湯 

 〒379-1303 群⾺県利根郡みなかみ町上牧 1996-7 

TEL.0278-72-1526 営業時間：12:00~20:00 定休⽇：⽔曜 

  ⼤⼈ 600円 

・鈴森の湯 

 〒379-1618群⾺県利根郡みなかみ町阿能川 1009-2 

TEL.0278-72-4696 営業時間：10:00~21:00 

定休⽇：第 2⽔曜⽇（祭⽇の場合は翌⽇。8⽉は無休） 

HP：http://suzumorinoyu.com/ 

  ⼤⼈ 800円 

・⽔上館 

 〒379-1612 群⾺県利根郡みなかみ町⼩⽇向 573 

TEL.0278-72-3221 

営業時間：受付 13:00~17:50（⼊浴は 18:50 まで可能） 

HP：http://www.minakamikan.com/ 

  ⼤⼈ 1,000円(フェイスタオル込) 

 


