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§0 ⼤会プログラム 

・時刻は予定です。⼤会の進⾏状況によって変更となる可能性があります。 

 
【5 ⽉ 20 ⽇(⾦)】 

20:30〜23:30 ⼤会受付・検艇 ＠ノルンスキー場 

            
⼟曜の朝の受付は⾮常に混雑しますので、できるだけこの時間に受付・検艇するようご協
⼒お願い致します。 

 
【5 ⽉ 21 ⽇(⼟) ⼤会 1 ⽇⽬】 
06:30 受付再開    ＠親⽔公園の芝⽣ （06:40 までに特設ステージに来てください） 

07:00 代表者会議 ＠⽔紀⾏館前 

08:00 スプリント開始 

9:30      デモラン（8:30 時点で⾏うかどうかを本部にて発表） 
09:30 スラローム（1 本⽬）開始 

11:00 スラローム（2 本⽬）開始 

12:30 競技終了 
13:00 開会式、H2H 進出チーム発表、代表者会議 ＠親⽔公園の芝⽣ 

14:00   デモラン（8:30 時点で⾏うかどうかを本部にて発表） 

14:30 H2H 開始 
16:30 競技終了 

19:00 ナイトステージ @みなかみ町観光会館駐⾞場 

21:00 ナイトステージ終了 

 
【5 ⽉ 22 ⽇(⽇)    ⼤会 2 ⽇⽬】 

07:30 代表者会議 ＠⽔紀⾏館 

08:00 選⼿バス移動開始(⽔紀⾏館→上越館) 
09:00 競技開始 

12:30 競技終了 

13:30   「ダイヤの原⽯部⾨」開始 

15:30   「ダイヤの原⽯部⾨」終了 
16:30    閉会式開始 

17:30    閉会式終了 

18:00     撤収 

 
※みなかみ町観光会館駐⾞場の地図は P6 
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§１ 申し込み細則 

Ⅰ. ⼤会までの流れ 

⒈参加申込み 
エントリー期間：4 ⽉ 10 ⽇（⽇）〜4 ⽉ 20 ⽇（⽔） 締め切り 4 ⽉ 20 ⽇(⽔)23 時 00 分 

  
競技内容、会場での注意点につきましては参加確認ができた各チームの代表者様宛に順

次メールを送ります。今年度も代表者会議は⾏いません。 

 

⒉スタッフ連絡 
 今年度もスタッフに向けての説明はメールにて⾏います。具体的にはスタッフに与えら
れる仕事内容などを説明した資料と仕事内容希望調査票を送付しますので、期限内に回答
お願い致します。必ずしも全てのスタッフの⽅のご希望に添えるとは限りません。 

 

⒊公式練習 
 公式練習⽇は、5 ⽉ 3・4・5 ⽇、7・8 ⽇、14・15 ⽇を予定しています。5 ⽇、8 ⽇にゲー
トを設置する予定です。 
 また 5 ⽉ 3 ⽇は、任意で全体スカウティングを⾏います。全体スカウティングは、スリ
ーウェイズからメガウォッシュ（諏訪峡）まで廻ります。⽔上ダウンリバー経験のない学
⽣チームは可能な限り各⼤学内で協⼒し合い、経験のある同⼤学の上級⽣を船に乗せて降
下してください。上級⽣が⾜りないチームなどは実⾏委員会が川の危険箇所、通り⽅等を
アドバイスした上で⼀本ダウンリバーを⾏います。実⾏委員会とのダウンリバーを希望す
るチームは、チーム登録フォームに参加を希望するかを問う項⽬がありますので回答お願
い致します。 
 諏訪峡集団降下の公式練習も予定していますが、実⾏委員会により諏訪峡を安全に降下
できる技術が無いと判断されたチームは諏訪峡降下をやめ、スプリント練習への変更をお
願い致します。 
 今⼤会出場チームで⽔上・諏訪峡ともに降下したことが無いチームが多数参加すること
が予想されます。5 ⽉３⽇の公式練習における⽔上峡・諏訪峡のスカウティングとダウン
リバーに参加せずに、経験の無い者だけでの降下は⼤変危険ですので絶対にやめてくださ
い。5 ⽉ 3 ⽇の公式練習に参加せず降下する場合は、必ず⽔上ダウンリバー経験者を乗せる
ようにしてください。 

 

⒋⼤会本番 
 ⼤会開催⽇は 5 ⽉ 21 ⽇（⼟）〜22 ⽇（⽇）です。 

 受付は 5 ⽉ 20 ⽇(⾦)20：30〜23：30、21 ⽇(⼟)6：30〜6：45 に⾏います。 

 

⒌「ダイヤの原⽯」部⾨について 
概要を 7ページに記載しますのでそちらをご覧ください。 
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Ⅱ. 参加申込み規定 

1. 参加資格 
各チームの選⼿は、次の 10 点を全て満たさなければなりません。 
①満 18 歳以上であること。 

②⼤会への参加の意思が有り、⾃分⾃⾝の判断・⾏動に責任を持つこと。 

③グレード 3〜4 の激流を下る知識・技能を備え、セルフレスキューができること。 
④消防庁主催の CPR 講習受講済みである、若しくは同等の知識があること。 

⑤実⾏委員会が指定する参加申し込みが済んでいること。 

⑥公式練習会に 1 回以上参加出来る者(参加可能な公式練習会の日程を記載し，当日大会

運営側で選手単位で出欠確認をする)。また過去にリバーベンチャー選手権大会へ出場し

た者がチームに 1 名以上いることが望ましい。 

※公式練習会に１回も参加していない選手（補欠含む）は大会出場不可。 
⑦[2 人乗り部門]については、4種⽬が⾏われる⼤会（⻑良川WWFや⽇本リバーベンチャ
ー選⼿権⼤会など）に出場したことがある者が⼀⼈以上いること、※エントリー時にその
確認が取れなければ⼤会出場不可。 

⑧⼤会開催 10 ⽇前に感染者との濃厚接触があった者がチームに⼀⼈でもいる場合は出場を
認めない。この場合、それ以前に集めていた参加費の返⾦等の措置は⾏わない。 

⑨本⼤会が提⽰する感染予防対策を充分に⾏えるもの、かつ⼤会当⽇までの 5 ⽇間の健康
観察表への回答を不⾜なく⾏った者。⼤会当⽇も検温を⾏い、37.5℃以上の発熱が⾒られ
た者が⼀⼈でもいた場合は出場を認めない。この場合、それ以前に集めていた参加費の返
⾦等の措置は⾏わない。 

※Google フォームを⽤いた健康観察表を提出して頂きます。⼤会前になりましたらフォー
ムを代表者 LINE グループにてお送りします。 

⑩第 45 回リバーベンチャー選手権大会オフィシャルが作成した感染防止ガイドラインを

熟読し、それに従った行動が出来る者。またスマートフォンを所有している者は公式練習

前までに接触確認アプリ（COCOA）のインストールすること。 

※選⼿が備えておくべき最低限の知識・技能を公式 HP 上の「川に関する基礎知識」に記
載してあります。メンバー全員が理解し、練習を積んだ上で⼤会に臨んでください。 

※増⽔期の利根川の危険性を理解した上で⼤会に臨むようにしてください。また各チーム
の代表者はメンバー全員にこれらの危険性を理解させ、同時に参加者は全員誓約書をよく
読み、同意の上でエントリーしてください。 

※複数部⾨へのエントリーは出来ません。「4 ⼈乗り部⾨」若しくは「2 ⼈乗り部⾨」のど
ちらかのみ選択してエントリーしてください。 

※参加資格の⑥・⑦については「チーム登録フォーム」に記載すること。 
（⑦については該当者のみ出場⼤会を記載すること） 

 

2. チーム編成 
  【4 ⼈乗り部⾨】  選⼿ 4 名+2 名までの補⽋ 

  【2 ⼈乗り部⾨】  選⼿ 2 名+1 名までの補⽋ 
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3.「スタッフ」の募集 
 ⼤会当⽇にオフィシャルの⼿伝いをして頂ける⽅を「スタッフ」として募集します。今
年は実⾏委員会が 8⼈しかいないためスタッフのお⼒添えが不可⽋となっております。 
ラフティングの経験が全くない⽅でも歓迎です。ご協⼒お願い致します。 

スタッフの⽅にはお礼として⼤会 T シャツとお弁当を配布致します。 

 

３−⒈スタッフの当⽇のサポート内容 
陸スタッフ・・・商業ラフトやカヤッカーの⾒張り、ボート抑え、ゲート審判等 

川スタッフ・・・レスキュー艇員としてのレスキューサポート（ラフティング経験者優先） 

会場スタッフ・・・ステージイベントの⼿伝い、お弁当配布等 
  
３−⒉スタッフの登録 
Google フォームにて⾏います。Facebook・HP の「スタッフ登録フォーム」に必要事項を記
⼊し、フォームを送信してください。登録の締め切りは 5 ⽉ 9 ⽇(⽉)23 時までとしますが、
以下のスタッフ⼈件費還元制度が適⽤されるのはチームのエントリー時に登録されたチー
ムのみです。それ以降はスタッフの⽅ご⾃⾝がスタッフ登録フォームを記⼊の上、メール
で送付してください。 
  
３−⒊スタッフ⼈件費還元制度 
 この制度は、エントリー時に「⼤会期間中実⾏委員会の指揮下で動ける⼈員」を実⾏委
員会に提供することを約束したチームに対して、その提供⼈数に応じた返⾦を⾏うという
ものです。返⾦額につきましてはスタッフ⼀⼈につき 1，000 円とさせていただき、⼤会当
⽇の受付時に返⾦させていただきます。スタッフの保険登録は実⾏委員会で⼿続きを⾏い
ます。またこの制度を利⽤できるスタッフは 1 チームにつき 2⼈までとします。 

 

４.参加費（保険料含む） 
移動費など⼤会運営側の経費の逼迫や物価の上昇に伴い値上げ致しました。 
⼤変⾼額となってしまい、申し訳ございません。 

学⽣（学部⽣・M1・M2)・・・￥12，000 

社会⼈（上記以外の⽅）・・・￥14，000 
補⽋・・・￥1，000 （4⼈乗り部⾨ 2⼈まで、2⼈乗り部⾨ 1⼈まで） 

 
チームごとに⾦額を計算しまとめて振り込みを⾏ってください。  
 
※参加費の例  
・4 ⼈乗り部⾨：学⽣ 4 ⼈・補⽋ 1 ⼈・スタッフ 1 ⼈提供  
⇒49，000 円振り込み、受付時に 1，000 円返⾦  
・4 ⼈乗り部⾨：学⽣ 2 ⼈・社会⼈ 2 ⼈・スタッフ 2 ⼈提供  
⇒52，000 円振り込み、受付時に 2，000 円返⾦  
・2 ⼈乗り部⾨：学⽣ 1 ⼈・社会⼈ 1 ⼈・補⽋ 1 ⼈  
⇒27，000 円振り込み 
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⼤会中⽌時の返⾦等の措置について 

 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）による社会情勢の影響による⼤会中⽌が決定
した際は、参加費の⼀部の返⾦を⾏う予定です。⾦額は⼤会開催に向けて発⽣した費⽤や
以前⾏ったクラウドファンディングで集まった資⾦を考慮し決定する予定です。そのため
中⽌が決定した後に決算を出し、返⾦⾦額をその理由とともに HP に公開する予定です。
また参加を予定されていた皆様には、メールでその旨をお知らせ致します。 

 

5.参加申し込み 
参加申し込みは必ずチームごとに⾏ってください。 
 

５−⒈参加申し込みの流れ 
① ⼤会事務局⼝座に，参加費を振り込んでください。(振り込む際にチーム代表者の名前

で払い込みをしてください)  
② 公式 HP から「払込⾦内訳表」にアクセスし、振込受領証の画像データを挿⼊して

Google フォームを回答してください。 
③ 公式 HP から「チーム登録フォーム」へアクセスし、Google フォームの流れに沿って

回答してください。 
④ 公式 HP から「チーム紹介⽤紙」をダウンロードし、必要事項を記⼊して E-mail に 

添付して、riverventure46@gmail.comへ送付してください。 
E-mail の件名は、「団体名 チーム名」としてください。 
5 ⽇以内に⼤会実⾏委員会が確認のメールを致します。メール送信後 5 ⽇以上経って 
も確認のメールがない⽅はメールが送れていない可能性がありますので、確認し再度 
送信してください。 

⑤    誓約書は⼤会当⽇に受け付けます。忘れないようご注意ください。 
 

５−⒉申し込みの注意 
申し込みの⼿順が複雑なため余裕をもってエントリーしてください。第 45 回⼤会におい

てもエントリーが間に合わないチームがありました。くれぐれもご注意ください。 
・記⼊漏れ，記⼊ミスにはご注意ください。 

・期限を過ぎてからのエントリーは受理しません。 
・艇名が著しく品位を⽋くものと実⾏委員会が判断したチームはエントリーを受理しませ

ん。その旨を実⾏委員会がチームにお伝えすることもありません。 

 

５−⒊参加費・保険料振込先 
 
 ⼤会事務局⼝座： ゆうちょ銀⾏  
店名：⼀三⼋ 店番号 ：138  預⾦種⽬：普通預⾦  ⼝座番号：0257468 

第 46 回⽇本リバーベンチャー選⼿権⼤会実⾏委員会  
【書類送付先】 

メール送信先：riverventure46@gmail.com 

4 ⽉ 20 ⽇(⽔)23：00 まで 
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⒍「ダイヤの原⽯」部⾨について 
今⼤会もラフティング経験の少ない学⽣を対象とした。「ダイヤの原⽯」部⾨の実
施を予定しております。前回⼤会での「リスタート」部⾨で⾏ったものとほぼ同様
の内容となっております。 

 

6−⒈参加条件 
・⼤学 1，2 年⽣である者 

・ラフティング経験が少なく、⽔上ダウンリバー経験のない者 

6−⒉エントリー 
詳細につきましては 4 ⽉下旬に発表いたします。 
参加⼈数は 30 ⼈程度とし、エントリーした⽅の中から実⾏委員会の抽選にて当選
した⽅のみ参加していただけます。エントリー費は 6000円の予定です。 

 

 

 

Ⅲ. 保険細則 

 
【損害保険】  
・損保ジャパン⽇本興亜株式会社の「国内障害保険」に加⼊します。  
・この保険は「利根川におけるラフティング及びそれに付随する活動(キャンプ等)に起因
する損害」のみ担保し、酒気帯び状態において発⽣した損害はいかなる場合も担保されま
せん。  
・保険に加⼊した者は所属チームの補⽋選⼿として登録することができ、実⾏委員会への
申請で⼤会当⽇に所属チームの選⼿と⼊れ替わることができます。  
・保険登録外の⼈を降下させた団体は，出場停⽌を含む罰則を科す場合が有ります。  
  
【賠償責任保険】  
・公式練習及び⼤会期間中に第三者に対して怪我をさせた場合、財物に損傷を与えた場合
などの賠償額を担保する保険です。賠償額は以下の通りです。 
・⾝体賠償 1 名につき 500 万円、1 事故につき 2，000 万円  
・財物賠償 1 事故につき 50 万円  
・算出基礎数字（⼊場者⼈数）500⼈  
※この保険の保険料は実⾏委員会で⽀払います。  
  

-保険期間 2021 年 5 月 3 日(火)16:00～5 月 23 日(月)16:00 
-保険対象 利根川におけるラフティング及びそれに付随する活動に起因する損害 
-保険金額           死亡・後遺傷害保険金額 433 万円 
（最低補償金額）        入院保険金額 3000 円(1 日あたり)  

通院保険金額 1500 円(1 日あたり)  
賠償責任 1 億円  
救援者費用 30 万円  

注) 締め切り以降の参加申込者も同額とする。 
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【登録 ID】  
・傷害保険への加⼊と同時に登録 ID を発⾏します。公式練習⽇及び⼤会当⽇に⽔上峡、諏
訪峡を降下するには登録 ID が必要です。  
・チーム登録フォーム回答後、メールにて実⾏委員会から登録 ID(4 桁の番号) を発⾏しま
す。公式練習及び⼤会に参加する選⼿は、各⾃の登録 ID を必ず控えておいてください。  
・公式練習⽇及び⼤会当⽇は登録 ID を各個⼈のヘルメットの後部と PFD に記⼊してもら
います。  
(ガムテープに油性マジックで記⼊した上で該当箇所に貼ってください)  
・装備の使い回し等で他⼈の登録 ID で降下することは認めません。  
  
【保険料振込み】  
保険料は参加費のうち 1000円となっております。保険料を別途で振り込む必要はありませ
ん。 
  
 
【その他規定】  
所属団体で既に他の保険会社で同⼀内容の保険に加⼊している場合でも、上記保険は重複
加⼊が可能です。その他保険⾦が⽀払われない主な例が次⾴の表の右端に記載してありま
す、ご注意ください。  
 

【問い合わせ先】  
 
  
 

 

ホンゴウサービス株式会社：〒132-0035 
東京都江戸川区平井 7-12-8 オカモト平井ビル 

TEL：03-5655-3400 
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§2 ⼤会細則 

Ⅰ. 装備規定 

 
今⼤会は以下の装備規定で⾏います。出場選⼿は以下の個⼈装備を必ず⽤意してくださ

い。装備検査の結果、実⾏委員会が不適当と判断した場合は、公式練習を含む⼤会への参
加を認めません。尚、以下の装備について、各種⽬のスタート時に正しく着⽤されていな
い場合や⽋陥等（緩んだロープ・ループ・開いたカラビナ・著しい劣化などを含む）があ
った場合は降下を認めません。 

※検艇時に装備の⽋陥がある場合は、装備規定に反するものとし、失格となります。ただ
し、競技開始までに揃えることが出来る場合は、実⾏委員会にその旨をお伝えください。 

※検艇をクリアしたチームからの未検艇チームへの装備の貸し出しは固く禁⽌します。下
記記載の装備に関しては必ず各チーム、個⼈毎に持参の上で検艇に臨んで下さい。検艇後
の装備貸し出し等が発覚した場合は貸したチーム、借りたチーム双⽅とも失格とする場合
がありますのでご注意下さい。 

※ゼッケンを紛失した場合は回収時に新規購⼊費⽤として 1 枚につき 1000 円を徴収します。 

 

・団体装備(１チームにつき⽤意するもの) 
 

 

ボート 

激流用のインフレータブルボートで、4 人乗り部門は定員 4 名以上に設計され

たボート、2 人乗り部門は定員 2 名で設計されたボートを使用してください。 
 カタラフト(双胴タイプ)は禁止とします。また、Marsyas 社 KRAKEN での参加は

オープン参加の扱いとする。ボートはメーカーを問いません。ただし、ボート

の改造は禁止とします。尚、ロープ等で左右のサイドチューブのロープを引っ

張る行為は改造には含めないものとしますが、足や体を固定する目的でのロー

プの設置は認めません。また、ボートの空気圧について特に規定は設けません

が、ボートの空気圧を原因とし安全に降下できないと判断される場合には降下

を認めません。危険性を考慮の上、各自の責任で行ってください。 

 
パドル 

4 人乗り部門、2 人乗り部門を問わず、市販の T グリップのついたシングルパ

ドルに限ります。また、4 人乗り部門では全チーム予備パドルを必ず１本はボ

ートに積んで降下してください。2 人乗り部門では予備パドルについては各チ

ームの判断に任せます。 

 
スローロー

プ 

4 人乗り部門、2 人乗り部門、ともに 1 チームにつき１個以上用意してくださ

い。但し、腰に着用するタイプのレスキューベルトを使用する場合、レスキュー

ベルト２つで艇装着タイプ１つとみなします。ロープは長さ 15m 以上あるもの

が望ましいです。 

ファースト 

エイドキット 

1 艇につき 1 セット用意してください。防水可能なドライバッグやペリカンバ

ッグの中に人工呼吸用マウスピース・三角巾・エマージェンシーシートは必ず

入れてください。その他、各自用具を整えてください。  
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・個人装備 

PFD 
(ライフジャケッ

ト) 

充分な浮⼒を持ち、⻑時間浮⼒を維持できるウォータースポーツに適したも
のに限ります。レジャー⽤のライフジャケットの使⽤は禁⽌とします。ま
た、過去 4 種⽬が⾏われる⼤会（⻑良川 WWF や⽇本リバーベンチャー選⼿
権⼤会など）に出場したことが無い者は、7.5 kg 以上の浮⼒をもつライフジ
ャケットを着⽤することを義務付けます。 

 
⾐類 

 

                               

ウォータースポーツ⽤のウェットスーツ、ドライスーツ等を使⽤してくださ
い。また低体温症を防ぐ為、上半⾝は肩まで覆い、下半⾝は⾜⾸までを覆う
ことが望ましいです。ロングジョンを使⽤する場合ドライトップ等の着⽤が
望ましいです。 
強制ではありませんが、川の水が冷たいので気温の低い日や競技歴の浅い人は

パドリングスーツやドライスーツの着用を推奨します。 

 
シューズ 

ボートから落艇した時のケガを防ぐため、ウォータースポーツに適したもの
が望ましいです。ビーチサンダル・クロックス類は禁⽌とします。 
また、ガムテープなどで補強したクロックス等も禁⽌とします。 
例：パドリングシューズ、渓流⾜袋、リバーシューズ+ウェットソックスな
ど。 

ヘルメット ⽔抜きができるウォータースポーツ⽤に限ります。⽿を保護できるものが望
ましいです。 

フリップライン  1 ⼈につき 1 つ所持してください。フリップしたボートをリカバリーする時
に使⽤します。PFD のポケットに収納するなどして、すぐに取り出せるよう
にしてください。 

 
笛 

 1 ⼈につき 1 個所持してください。⼤きな⾳が出るものとし、⽔に濡れると
⾳が出にくくなるものは禁⽌とします。笛は落艇した競技者が⾃分の居場所
を知らせるときや、リバーサインを送るときに使⽤します。 

 

リバーナイフ 

市販のリバーナイフを 1 ⼈につき 1 個所持してください。よく切れるもの
で、⽔中でも素早く取り出せるよう折畳み式のものは禁⽌とします。緊急事
態にロープを切断したりする時等に使⽤します。 
ナイフはしっかりとサヤに収納できるものを使⽤し、ナイフ本体が意図せず
抜け出してしまわないよう注意してください。この時、PFD への固定にガム
テープ等を使うことは認めますが、サヤと本体の固定にガムテープ等を使う
ことは禁⽌とします。また、両刃であること、先の尖っていない物が望まし
いです。 

携帯電話 外部と連絡を取ることができる携帯電話を 1 艇につき 1 台以上所持してくだ
さい。ダウンリバーなどセーフティが近くにいない場合に起きたアクシデン
トに対応するために使⽤する可能性があります。防⽔ケースやジップロック
などに携帯電話を⼊れて⽔に濡れないようにするのが好ましいです。その
際、防⽔ケースに付属している紐を⾸から掛けるのは危険であるため禁⽌し
ます。絡まることがないように PFDや艇に固定してください。 

マスク 新型コロナウイルス感染予防対策として 1 ⼈１枚、不織布マスクやスポーツ
マスクを持参してください。競技直前まで着⽤し、競技中は必ず外してパド
リングジャケットのポケットや別途持参したジプロックに⼊れるなどして保
管してください。そして競技終了後すぐに再度着⽤してください。 
⼤会運営側で新しいマスクや保管⽤ジプロックの配布は致しません。 

 
※上記の個人装備に関して、同じ大学であってもチーム間での貸し借りは装備確認の妨げ

になるためやめてください。検艇時までにどうしても取りそろえることが困難なチームは

大会スタッフまで事前にご連絡ください。可能な限り対応させていただきます。 
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・貸し出しボートについて 
 各チームにてボートが用意できないチームはエントリー時、大会本部に問い合わせくだ

さい。可能な限りこちらで用意します。ただし、ボートへの過度な負担を与えるような行

為は厳禁とします。過度な負担(例:障害物への接触、過度の空気圧など)によるボートの

破損が発覚した際には、借りたチームの代表者を責任者としボート修繕費を請求する場合

があります。 

 

Ⅱ. 競技規定 

【4 人乗り部門】 
5 月 21 日(土) 
・スプリント、スラローム、H2H の 3 種目の競技を行います。 
<競技区間> 
・～ 3.7 m (湯原水位)  

スプリント：紅葉橋～水紀行館前(親水公園前) 
H2H：新ルールにて、水紀行館前(親水公園前)～笹笛橋下流 
スラローム：水紀行館前(親水公園前)～笹笛橋下流 
・3.7 〜 4.0 m (湯原水位) 
スプリント(2 本 1 採用)：紅葉橋～笹笛橋上流 
H2H：旧ルールにて、紅葉橋～笹笛橋上流 
スラローム：中止 
・4.0 ～(湯原水位) 
この日の競技を中止 

・1 ⽇⽬の成績により「4 ⼈乗り部⾨上級」・「4 ⼈乗り部⾨中級」にカテゴリー分
けすることとします。全チーム中、1 ⽇⽬の成績上位 8 位のチームを上級、それ以
下のチームを中級とします。 

例）全チーム 40 チームの場合…1 位〜8 位を上級、9位〜40位を中級とする 

・2 ⽇⽬に獲得した競技ポイントによる順位変動は各カテゴリー内で⾏われます。 

・H2H のトーナメント進出要件は「H2H 競技規定」を参照してください。 

・表彰は学⽣部⾨と社会⼈部⾨を分けて表彰します。 

 ただし学⽣の定義としては学部⽣と院⽣まで含む。 

 例）学部⽣３⼈＋院⽣１⼈ → 学⽣部⾨ 

   学部⽣３⼈＋社会⼈１⼈ → 社会⼈部⾨ 
5 ⽉ 22 ⽇(⽇) 
ダウンリバーを⾏います。 
<競技区間> 
・〜 3.6 m (湯原水位) 
上級：上越館～銚子橋 
中級：上越館～水紀行館前(親水公園前) 

   ・3.6〜3.8 m (湯原水位) 
上級・中級：上越館～水紀行館前(親水公園前) 

・3.8〜4.0 m (湯原水位) 
上級：上越館～水紀行館前(親水公園前) 
中級：競技中止 

・4.0 m 〜 (湯原水位) 
この日の競技を中止 



13 
 

 
※今大会の利根川は積雪量の増加によって例年よりもハイウォーターとなることが予

想されます。それに伴い、競技区間の変更の可能性があります。第１回公式練習まで

に要綱を確定させ共有させていただきます。 

 

〇 競技規定詳細 

・競技全般規定 
・スプリント、スラローム、H2H、ダウンリバーの 4 種⽬を⾏います。 

・H2H をなくす判断をする可能性があります。その場合はスプリント 300pt とします。 
・種⽬毎にポイントを設け、ポイントの総計によって、総合順位を決定します。 

・競技ポイントは IRF ルールに則ります。 

・各種⽬ 1 位のポイントは以下の通り。 

種目 ポイント 

スプリント 100pt 
H2H 200pt 
スラローム 350pt 
ダウンリバー 350pt 

 
･順位ごとの獲得ポイントは以下の通りとします。(パーセンテージは 1 位の獲得ポイント
に対して各順位が獲得するポイントの割合) 
1 位 100％、2 位 92％、3 位 86％、4 位 82％、 

5 位 〜 18 位 3％ずつ減少 

19位 〜 32 位 2％ずつ減少 
33 位 〜 45 位 1％ずつ減少 

46 位 以下 1％ 

 
・スタートからゴールまでの降下タイムに各種ペナルティを加算したタイムを競うことと
します。 

・競技中にプレーを中断せざるを得なくなった場合、実⾏委員会が正当な理由であると認
めた場合に限り、中断した競技(試技)のやり直しを認めます。 

 

〇 スタート規定 

・スタッフがボートのスタン(後部)を抑えた状態からスタートします。 
・各種⽬の降下順は、以下の通りとします。 

種⽬ 降下順 

スプリント ゼッケン番号順 

スラローム 
H2H トーナメント組み合わせ順 

ダウンリバー カテゴリー別・1 ⽇⽬の順位順 

 
・カウントは以下の通りとします。 
30 秒前、10 秒前、レディ（5 秒前）、ゴー（スタート） 
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・スタート 5 秒前に「レディ」をコールします。スタートは笛による合図（または「ゴ
ー」のコール）で⾏います。 

・「レディ」のコール後にパドルが⽔⾯または岩等に触れた場合はフライングとし、その
場合は 10 秒のペナルティを課します。 

 ※光電管測定を利⽤したスプリント、スラロームではフライング規定はなしとする。 

 

〇 スプリント競技規定 

・1 本 1 採⽤とします。 

・出艇間隔は１分です。 

・スタート地点より上流に漕ぎ上がるのは禁⽌とします。 
・スタート、ゴールは光電管で計測することとする。 

・フライング規定はなしとする。 

 ※ただし｢ゴー｣のコールがかかる前に岩を強く押す⾏為などスポーツマンシップを損なう⾏
為と思われる場合１０秒のペナルティを科す。 

 

〇 スラローム競技規定 

・スラロームは 2 本 1 採⽤とし、2 回の試技のうち、より優れた降下タイムを最終結果と
して採⽤します。 

・出艇間隔は 2 分です。尚、⼤会の運営上、出艇間隔が変更となる可能性があります。 

・スタートは光電管による光電管計測、ゴールは⼿計測で⾏います。 
・出艇場所は H2H 出艇場所(親⽔公園上流右岸エディ)となりますが、光電管設置位置はス
プリントゴールと同位置になります。つまり、計測開始は晶⼦エントリー付近となります。
また、ボートの出艇位置は紅葉橋とします。※おおよその光電管ラインは資料 1 を参照 

・ゲートの通過は「ボートに四⼈全員が乗った状態で、競技者全員の頭部(⾸から上)がゲ
ートを通過すること」とします。 

・ダウンゲートは上流から、アップゲートは下流から通過することとします。 

・ゲートが不通過の場合のペナルティはダウンゲート、アップゲート共に 50 秒のペ 
 ナルティを科します。 

・ゲートを不通過した場合、そのゲートは何⼈が不通過しても 50 秒のペナルティ 

を科します。 
・ダウンゲート、アップゲート共に、通過したが競技者、ボート、装備のいずれか接触し
た場合、接触とみなし 5 秒のペナルティを科します。 

・接触した場合、何⼈で何回触れても 1 ゲートにつき同⼀のペナルティとします。 
・正しく通過したゲートでも、通過後に接触があった場合は接触とします。 

・競技者が 1 ⼈でも通過出来なかった場合、そのゲートは不通過とします。 

・誤った⽅向からのゲート通過(アップゲートを上流から、ダウンゲートを下流から通過し
た場合)は不通過とします。また、競技者 1 名以上の頭部が誤った⽅向から通過した場合は
不通過とします。 

・誤った順番でのゲート通過若しくは接触(次のゲートを先に通過、若しくは接触した場
合)があった場合は、その前のゲートは不通過とします。 
・競技者が落艇、若しくはフリップした状態でゲートを通過しても、不通過とします。  
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・アップゲートを通過後に、同⼀のゲートを上流側から再び通過した場合は、不通過とし
ます。 

・ゲートの通過は 1 トライを原則とし、2 回⽬以降のトライは競技者全員が通っても不通過
とします (例：1 回⽬にダウンゲートを競技者 1⼈通過→漕ぎ上がって 2 回⽬に競技者全員
通過した場合) 。 

※ゲートを誰も接触・通過していない場合は 1 トライとカウントしません。 
・ゲートを故意に動かして通過したと審判員が判断した場合、そのゲートは不通過としま
す。 

・⾵等の⾃然条件によって揺れたゲートに接触した場合も接触とします。 

・後続のチームが追い付いた場合、コースの優先権は後ろから追い付いたチームにありま
す。ただし、後続のチームがひとつでもゲートを不通過していた場合、コースの優先権は
前⾛のチームにあります。それらの際に、審判員がコースを譲る様に指⽰する場合があり
ます。その場合は審判員の指⽰に従ってください。 
 

 
 
 
 
 
 

      

  

	 

 

  

光電管ライン 
  

SL 出艇場所 

(資料１,GoogleMapより) 
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〇 H2H 競技規定 

〈旧ルールの場合〉 

・H2H はトーナメント形式で⾏います。 
・スタートは紅葉橋、ゴールは SP のゴール位置とします。 

・トーナメント進出にならなかったチームの順位は、スプリントの順位と同じものとしま
す。 
・H2H は全試合で 2 艇同時出艇となります。 

・スタッフが船のスタン(後部)を持った状態からスタートの合図と同時にゴールを⽬指し
ます。 
・予選のコース選択権は、スプリントの降下タイムの早いチームにあります。 

・対戦相⼿の船もしくは選⼿を⼿やパドルで押すなどの⾏為には 10 秒のペナルティを科し
ます。 

 
【4 ⼈乗り部⾨】 

・スプリント結果が 1 位〜1６位のチームはトーナメント進出が決定します。 

・準決勝、決勝、3 位決定戦のコース選択権は、直前のレースで降下タイムの早いチーム
に与えられます。 
・スプリントの結果が 1 位〜8 位のチームは 1 回戦のコース選択権が与えられます。 

・スプリントのタイムで予選順位が決定します。 

・準決勝敗退チームは 3 位 4 位決定戦を⾏います。 
・予選、⼀回戦敗退チームの順位は、予選、⼀回戦の降下タイムによって決定します。 

 
【2 ⼈乗り部⾨】 

・スプリント結果が 1 位と 2 位のチームは予選のシード権と、準決勝のコース選択権が与
えられます。 

・決勝、3 位決定戦のコース選択権は、直前のレースで降下タイムの早いチームに与えら
れます。 
・準決勝敗退チームは 3 位 4 位決定戦を⾏います。 

・予選敗退のチームの順位は、予選の降下タイムによって決定します。 

 
〈新ルールの場合〉 
※⼤会本番の⽔量によっては中⽌にする場合があります。 

 
・スタートは親⽔公園上流の右岸エディ、左岸エディとします。（詳細は資料 2 を参照）
また、ボートの出艇位置は紅葉橋とします。紅葉橋にて右岸か左岸か決定した後、スタッ
フの指⽰に従い、スタート地点まで降下してください。 

・スプリント順位 1位〜8位は IRF の新ルールに基づきトーナメント形式で⾏います。 

・スプリント順位 1位〜8位は 2 艇同時出艇となります。 
・スプリント順位 1位〜8位の出艇間隔は３分です。 

・スプリント順位 9位〜16位は⼀回戦のみの新ルール H2H で⾏います。 

・スプリント順位 9位〜16位は 2 艇同時出艇となります。 
・スプリント順位 9位〜16位の出艇間隔は３分です。 

・スプリント順位 17位以下のチームの順位は、スプリントの順位と同じものとします。 
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→時間等の都合により開催できなかった場合のスプリント順位 9 位以下のチームの順位は、
スプリントの順位と同じものとします。 

・２⼈乗り部⾨は IRF の新ルールに基づきトーナメント形式で⾏います。 
・スタッフが船の(後部)を持った状態からスタートの合図と同時にゴールを⽬指します。 

・予選のコース選択権は、スプリントの降下タイムの早いチームにあります。 

・対戦相⼿の船もしくは選⼿を⼿やパドルで押すなどの⾏為には 10 秒のペナルティを科し
ます。 

・右岸２つ左岸２つある内、必ず右岸１つ左岸１つの２つのゲート(ブイ)は通過してくだ
さい。(⽔量により変更になる場合があります) 
・IRF 公式ルールでは⽔中に沈めたブイもしくはラインにより吊したブイとなっています
が、今⼤会では通常スラロームで使⽤しているゲートのインポールもしくはアウトポール
をブイとして利⽤します。 

・ゲート(ブイ)への接触はペナルティとしてカウントしません。 
・ゲートの通過は「ボートに四⼈全員が乗った状態で、競技者全員の頭部(⾸から上)がゲ
ートを通過すること」とします。 

・同じゲート複数回を通過した場合、そのゲートは不通過とします。 
・ゲート(ブイ)を故意にはじく、どかすなどの⾏為が発覚した場合、20 秒のペナルティを
科します。 

・ゲートを不通過した場合、そのゲートは何⼈が不通過しても 50 秒のペナルティを科しま
す。 
・ボートを岸に上げる、⼀⼈でもボートから下りてボートを押すまたは引くなどの⾏為を
⾏った場合は失格とします。 

・今⼤会の H2H新ルールに関しては、ボートから下りることのないようご注意ください。 

 
【4 ⼈乗り部⾨(1位〜8位)】 

・スプリント結果が 1 位〜8位のチームはトーナメント進出が決定します。 

・準決勝、決勝、3 位決定戦のコース選択権は、直前のレースで降下タイム(ペナルティを
含む)の早いチームに与えられます。 

・スプリントの結果が 1 位〜4位のチームは 1 回戦のコース選択権が与えられます。 

・スプリントのタイムで予選順位が決定します。 
・準決勝敗退チームは 3 位 4 位決定戦を⾏います。 

 →時間の都合上三位決定戦は⾏わない場合がございます。 

  その際は直前の試合の降下タイム(ペナルティ含む)で順位を決定します。 
･予選、⼀回戦敗退チームの順位は、予選、⼀回戦の降下タイムによって決定します。 

 
【4 ⼈乗り部⾨(9位〜16位)】 

・スプリント結果で、(9位 vs13位) (10位 vs14位) (11位 vs15位)(12位 vs16位)の４グルー
プに分けて、⼀回戦のみでおこないます。 

・コース選択権はスプリント上位チームから与えられます。 

・各グループの⼀位を降下タイム順、⼆位の降下タイム順で成績をつけ９位〜１６位を決
定します。 
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【2 ⼈乗り部⾨】 

・準決勝、決勝、3 位決定戦のコース選択権は、直前のレースで降下タイム(ペナルティを
含む)の早いチームに与えられます。 
・スプリントの結果が 1 位〜4位のチームは 1 回戦のコース選択権が与えられます。 

・スプリントのタイムで予選順位が決定します。 

・準決勝敗退チームは 3 位 4 位決定戦を⾏います。 
 →時間の都合上三位決定戦は⾏わない場合がございます。 

  その際は直前の試合の降下タイム(ペナルティ含む)で順位を決定します。 

･予選、⼀回戦敗退チームの順位は、予選、⼀回戦の降下タイムによって決定します。 

 

〇 ダウンリバー規定 

・1 本 1 採⽤とします。 

・スタートは上越館付近（詳細は資料 3 を参照） 
・スタートは「4 ⼈乗り部⾨中級」→「2 ⼈乗り部⾨」→「4 ⼈乗り部⾨上級」のカテゴリ
ー順でスタートします。 

・各カテゴリーでは、1 ⽇⽬競技終了時での中間順位の上位チームからスタートします。 

・「4 乗り部⾨中級」と「2 乗り部⾨」のカテゴリー間は 5 分のインターバルを設けます。 
・「2 ⼈乗り部⾨」と「4 ⼈乗り部⾨上級」のカテゴリー間は １０分間のインターバルを
設けます。 
・順位は全カテゴリー間での降下タイムで決定します。 

      

    

 
 

出艇場所 

  

 

  

(資料２,GoogleMapより） 

H2Hスタート 
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【4 乗り部⾨】 

・1 ⽇⽬の成績上位順に上級・中級ともに 3 艇同時出艇とします。尚、湯原⽔位が 3.8 

 を超えた場合、1 艇ずつでの出艇とします。 
・コース選択権は 1 ⽇⽬の成績上位順で与えられます。 

・3 艇同時出艇での出艇間隔は 5 分です。1 艇ずつでの出艇の場合、出艇間隔は 2 分です。 

【2 乗り部⾨】 
・1 ⽇⽬の成績上位順に 1 艇ずつ出艇とします。 

・出艇間隔は 2 分です。 

 

 （資料３,GoogleMap より） 

 

〇 ゴール規定 

･ゴールラインをボートの⼀部でも越えたときをゴールとして計測します。 

･船の上に競技者が乗っていない状態でゴールラインを越えた場合、1 ⼈につき 50 秒のペ
ナルティを科します。また、船がフリップした状態でゴールラインを越えた場合は 

100 秒のペナルティを科します。 

 

〇 コースクローズ規定 

コースクローズは公式練習の中⽌要件に準ずるものとし、下記の通り規定します。尚、競
技中は競技実施区間を、競技以外の⽬的で降下することを禁⽌します。 

⽇付 時間 閉鎖区間 

5 ⽉ 20 ⽇(⾦) 全⽇ コースクローズ無し※１ 

5 ⽉ 21 ⽇(⼟) 6 時 30 分まで 上越館〜⽔紀⾏館前(親⽔公園)の区間以外 

6 時 30 分以降 競技中以外、全区間閉鎖 

5 ⽉ 22 ⽇(⽇) 9 時 00 分まで コースクローズ無し※２ 

H2Hスタート 
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※１ 

今⼤会では前⽇のコースクローズはなしにしましたが、親⽔公園前〜笹笛橋下流まではゲ
ートセットを⾏っているため、降下には⼗分注意してください。 
※２ 

5 ⽉ 22 ⽇(⽇)の競技実施前に競技区間の降下を⾏なう場合は、必ず実⾏委員会に申し出て
ください。また、当⽇の代表者会議に間に合わなかった場合は、ダウンリバー競技につい
ては⽋場と⾒なしますので、注意してください。  
 

〇 妨害 

・対戦相⼿の船もしくは選⼿を⼿やパドルで故意に押すなどの⾏為には 10 秒のペナル 
 ティを科します。 

 

〇 失格 

今⼤会開催中に実⾏委員会の指⽰に従わない等の⾏為があった場合、所属チーム若しくは
所属団体のチームを失格とする場合があります。 

 

〇 レスキュアーによるレスキュー 

・セルフレスキューが困難であると判断した場合、競技者を要救助者と⾒なし、競技を中
断してレスキューを⾏うことを最優先とします。 

・セルフレスキューが叶わず、レスキュアーにレスキューされたチームは、その種⽬は 

最下位として判定します。これはチームの安全性を考慮したうえでの規定です。 
※ボートから落艇してレスキューロープを投げられた場合はレスキュアーの判断に従い、 

 レスキューを受けるようにしてください。 

 

〇 コマーシャルラフトとのバッティング 

・コマーシャルラフトの優先を原則とします。 

・スプリント・スラローム・H2H はコマーシャルラフトがコース上にいる状態ではスター
トしません。 
・ダウンリバーは、コマーシャルラフトが上越館からモンキーコーナー⼊⼝にいる状態で
はスタートしません。 

※ダウンリバー出艇場所（上越館）は多くのコマーシャルラフトが出艇場所として利⽤し
ているため、この場所では必ず⼤会スタッフの指⽰に従ってください。 

 

〇 ボート変更届について 

・申し込みの際に提出したボートと異なるボートを使⽤する場合は、当⽇の⼤会参加受付
時に、「ボート変更届」に必要事項を記⼊した上で、提出してください。 

・⼤会中にボートを変更する必要が⽣じた場合は、速やかに⼤会本部に申し出てください。 

 

〇 プロテスト（抗議） 

・抗議は⼤会主催者である実⾏委員会に対して⾏うものとし、いかなる場合においてもゲ
ート審判員などに直接抗議してはならないものとします。 
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・異議申し⽴ては、H2H のみ競技の順位発表から 10 分以内、H2H 以外の種⽬は競技の順
位発表から 30 分以内とします。 

・異議申し⽴ては選⼿もしくはサポーターの誰が⾏っても構いません。 
・競技判定に対する異議申し⽴てには⼤会本部にある異議申し⽴て⽤紙に必要事項を記⼊
し、実⾏委員会に供託⾦ 5,000 円とともに、参考となる映像などを預けてください。参考
となる客観的な根拠が無い場合はプロテスト出来ません。 
・供託⾦は抗議が認められた場合にのみ返⾦されます。 

・異議申し⽴てが⾏われた場合、代表者 LINE にてその旨連絡します。また、異議申し⽴
てに対しての異議申し⽴ては、最初の異議申し⽴てが周知された時間から 10 分以内としま
す。 

 
・競技規定について不明確なことがあれば、事前に競技担当へ連絡してください。 

 

〇 ⼤会中⽌要件 

中⽌の可能性がある場合は 5 ⽉ 20 ⽇(⾦)18 時に⼤会 HP 及び公式 Facebook、Instagram ア
カウントにて暫定的な判断を連絡します。また、⼤会の中⽌・決⾏についての最終決定は 
21  ⽇(⼟)の朝 6 時に⼤会 HP 及び公式 Facebook、Instagram アカウントにて連絡します。天
候・⽔位次第で暫定的判断から変更となる可能性がありますのでご注意ください。 

尚、⼤会中⽌要件は下記の通りとします。 

(1)雷や豪⾬等、天候が危険だと実⾏委員会が判断した場合 
(2)濃霧によって⼗分な視界を確保できない場合 

(3)その他、河川状況が⾮常に危険であると実⾏委員会が判断した場合 

(4)社会情勢を鑑みて中⽌せざるを得ないと実⾏委員会が判断した場合（具体的には、HP
掲載の⼤会開催中⽌判断に関する基本⽅針に沿って判断する。） 
また、⼤会中⽌時に、⼤会登録選⼿(保険登録選⼿)は当該区域を⼀切降下してはいけませ
ん。 

 

Ⅲ 公式練習規定 

 

公式練習⽇ 5⽉ 4~5⽇、7~8⽇、14~15⽇ 

 上記⽇程を公式練習⽇とします。みなかみ町およびコマーシャルラフトとの混乱を避け
るため、また参加者の事故防⽌のため、公式練習開催中は利根川全流を実⾏委員会の管轄
とし登録選⼿の降下及び⾏動は実⾏委員会が管理します。各参加団体は実⾏委員会の指⽰
の下、秩序ある練習を⼼がけてください。公式練習は登録 ID制・グループ降下・諏訪峡⽇
割り制度を導⼊します。また、降下する際は本番と同じ装備規定を適⽤し、それを満たさ
ない艇の降下は認めません。 

 
公式練習⽇の練習時間は午前 9 時から午後 4 時まで(出艇時刻)とします。指定時間外の練

習は原則として禁⽌とします。 
 
本部設置  
実⾏委員会本部は⽔紀⾏館内（駐⾞場トイレ横の施設）に設置し、事故等の対応は全て
実⾏委員会本部にて⾏います。  
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登録 ID 制  
登録 ID に関する規定は、「保険規定」を参照してください。 

尚、公式練習⽇に提出する「降下届」にも必ず、ID ナンバーを記⼊してください。また、
選⼿、スタッフ以外の⼈で公式練習中に降下練習する⼈も必ず保険に加⼊し、ID を取得し
てください。  
 
諏訪峡⽇割り制度  

公式練習の諏訪峡の降下は実⾏委員会が指定した⽇程で⾏います。事前に⽇程を知りた
い⽅は競技担当へ連絡してください。  
 
朝の代表者会議  

代表者会議は、朝 8 時⽔紀⾏館前広場にて、毎⽇開催されます。各参加団体の代表者は
必ず参加 してください。受付時にて、当⽇降下予定のチームにつき 3 枚の降下届の提出を
義務付けます。  
 
降下届  
降下届の書式は、公式 HP にて公表します。  
提出先は以下の通りです。公式練習会では実⾏委員会が全てまとめて提出します。  
・⽔上交番  
・広域北消防署  
・実⾏委員会  
※朝の代表者会議に間に合わない場合は、当⽇降下を開始する前にスタート地点にいる
オフィシャルへ提出してください。  
 
⾃動⾞の使⽤  

公式練習で使⽤するすべての⾃動⾞のナンバーおよび⾞種を降下届に記⼊して提出して
ください。  
 
駐⾞場の使⽤について  

公式練習に伴う駐⾞は⽔紀⾏館駐⾞場 SL 側から詰めてご駐⾞ください。規定外の場所
に駐⾞することは禁⽌とします。また、GW 中の任意の練習は施設の混雑を考慮し、⽔紀
⾏館駐⾞場の SL 側のみご利⽤ください。  
 
中⽌要件  

公式練習の中⽌要件は、⼤会の中⽌要件に準ずるものとします。公式練習中は⽔位によ
って下記の通り練習場所を変更します。尚、⽔位計測は 7:30、9:30、12:30、14:30 とします。 
湯原⽔位 4.0 以上で利根川全てを閉鎖します。尚、藤原ダムは例外です。 

湯原⽔位 3.8 以上で諏訪峡を閉鎖します。尚⽔上峡での練習は可能です。  
湯原⽔位 3.6 以上で「⽔紀⾏館前(親⽔公園前)〜笹笛橋下流」区間でのスラローム練習を中
⽌します。 

また、湯原⽔位 3.8~4.0 の場合は 3 艇以上のグループ降下を原則とします。 
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公式練習⽇以外の練習  
⼤会出場チームが公式練習⽇以外の⽇程で⽔上峡・諏訪峡において練習を⾏う場合、下
記の点を守り、⾃⼰の責任において⼗分に注意して降下してください。  
 
①降下計画書について  

公式練習以外におけるリバベンの練習では降下計画書の提出を義務付けます。公式 HP 
から降下計画書をダウンロードした上で E-mail にて⼤会のアドレスへ送付をお願いします。 
【送付先】  
E-mail 送信先：  
 

 

②降下届について  
公式 HP から降下届をダウンロードした上で 2 部コピーして、降下前に警察署・消防署

にそれぞれ提出し、当⽇降下可能かどうか必ず指⽰を仰いでください。いずれかの機関か
ら降下中⽌の判断がでた場合は必ず従ってください。また、指⽰に従って下る場合でも、
⼤会規定を満たすしっかりとした装備と体調管理、⼊念な下⾒、レスキュアーの配置、団
体での降下などを⾏い、少しでも危険と判断したときは中⽌してください。  
 
③事故発⽣の際の対応とその注意点  

事故が発⽣し、救助が必要な緊急時には、消防署・警察署に連絡し、救助を要請してく
ださい。 尚、公式練習以外の練習で発⽣した事故に関して実⾏委員会は⼀切の責任を負い
ません。本⼤会の参加者が事故を起こした場合、今後の⼤会の開催が危ぶまれること、今
⼤会が中⽌になる可能性が発⽣することを理解してください。  
くれぐれも⾃分達の起こした事故は各⾃が処理するものであることを忘れないでくださ
い。  
Ⅰ.⽔上交番 ℡0278-72-2049  
 
Ⅱ.広域北消防署 ℡0278-72-4349  
※緊急を要する場合、原則的に警察署へは 110 番、消防署へは 119 番で連絡してください。
質問や問い合わせについては上記の電話番号で連絡してください。  
 
Ⅲ.⼤会実⾏委員(緊急連絡先) ℡ 080-4168-1517  中村亮介 

 
④事故発⽣後の対応  

事故発⽣後の詳しい対応などは実⾏委員会の指⽰に従ってください。また、今後の事故
予防のために事故報告書を実⾏委員会に必ず提出してください。 
 
 
 

 
 

E-mail 送信先：riverventure46@gmail.com 
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§3 会場細則 
⒈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。 

 

⒉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。 
 
【みなかみ町観光会館駐⾞場地図】(Google Map より) 
⇒ナイトステージ，閉会式会場 

 
⒊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。 
 
 
 



25 
 

・トイレの利⽤⽅法 

トイレは着替え、炊事、⻭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。 
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。 

・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 

 

 

⒋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
トイレや⽔場は絶対に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致します。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良いがコテージエリアから出ないようにしてください。 
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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 

 

 (資料４,GoogleMap より) 

 

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。 

 

⒌ 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。 
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(資料５,GoogleMap より) 
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・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。 
 

 
 

 
(資料６,左下 GoogleMap より) 
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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。 

 

(資料７,GoogleMap より) 
  

     

鹿野沢駐車場 
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・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。

 (資料８,GoogleMap より) 
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、⻑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。 
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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。(資料９,GoogleMap より) 
 

⒍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。 
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⒎ 宿泊場所等に関して 

ノルン⽔上スキー場にテントを設営せず、他の場所に宿泊する⽅は、各々予約をとってく
ださい。 
 
 

§4 特別細則 

 第 46 回⽇本リバーベンチャー選⼿権⼤会実⾏委員会は⼤会期間中を通じて、アンフェア
な⾏為、他者に危険を及ぼす⾏為、また近隣住⺠の安寧を著しく害する⾏為や⾏動などが
あった場合には、⼤会参加者にペナルティの加算、または⼤会への参加を拒否する権限を
有します。 

 
【実⾏委員会】 
  

役職 名前 所属 

委員⻑ 中村 亮介 ⼀橋⼤学 

副委員⻑・競技 和⽥ 隆太郎 ⿃取⼤学 

保険・会計 葛⻄ 未来 静岡⼤学 

会場 加藤 ⼤雅 ⼀橋⼤学 

⼀般渉外 三河 悠樹 ⿃取⼤学 

安全対策 中尾 颯 神奈川⼤学 

地元渉外 ⼤島 千尋 上智⼤学 

広報・PC 前⽥ 駿 新潟⼤学 

 
＜実⾏委員会本部＞ 

〒186-8601 東京都国⽴市⽴中２丁⽬２−１⼀橋⼤学ラフティング部ストローム会部室 
Mail :  riverventure46@gmail.com 
HP : http://www.riverventure.com 
 


