
   

 

第46回リバーベンチャー選手権大会 

「ダイヤの原石」部門 大会要項 
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§１ 大会競技内容 

・水上町のラフティング連合会加盟店のガイドスタッフと一緒に、 

 ダウンリバーを行います。 

・途中にいくつかミッションがあるので、それをクリアし、ゴールを目指してください。 

・総合タイムを計り、一番タイムが速かったチームが優勝です。 

・優勝チームには豪華景品があるので、頑張ってください！ 

 
※装備は全てこちらで用意しています。 

※回送もこちらで行いますので必要ありません。 

 
<競技区間> 

上越館～銚子橋 
 ※水量によりコース変動する可能性があります。 

 

 
【5 月 22 日(日)    大会 2 日目】 
12:00水紀行館集合 

12:30カンパニー(BIG SMILE様)のバスでカンパニーの事務所行く(保険記入、着替えもここで) 

13:30競技開始 

15:30終了、カンパニーで着替え 

16:30水紀行館もしくは観光会館前解散 

 
 

§２ 申し込み細則 

Ⅰ. 大会までの流れ 
①参加申込み 
 エントリー期間：5月10日（火）18:00より先着締め切り 

  

②募集人数 

 30人です。定員に達し次第facebookでお知らせし、募集を締め切ります。 

 
③参加決定 

 参加決定したチーム募集締め切り後申込フォームに登録のメールアドレスに参加確定メール

を送信します。 

  

④大会本番 
 大会開催日は5月22日（日）です。 
 受付は5月22日(日)10：00～11：00に水紀行館・親水公園内河川敷大会本部にて行います。 

 

Ⅱ. 参加申込み規定 
1. 参加資格 

各チームの選手は、次の 7点を全て満たさなければなりません。 
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接触確認アプリCOCOA ： https://itunes.apple.com/jp/app/id1516764458?mt=8 

 
※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た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、全員がこれ

らの危険性を理解し、誓約書をよく読み、同意の上でエントリーしてください。 

 
2. チーム編成 

選手 5～7名+ガイド1名 
 ※参加人数によっては、ご希望のチーム編成に添えない場合がございます。 

 
3.参加費（保険料含む） 

  9Ô��@V9 ÕÖ×ØØØ 
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、参加費の全額返金を行う予定です。 

 
4.参加申し込み 
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誓約書は大会当日に受け付けます。大会公式ホームページよりダウンロード、コピー記入し、

忘れないようお持ちください。 

 
○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。 
※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。 

 
 
 
 
【参加費・保険料振込先】 
 大会事務局口座： ゆうちょ銀行 店番号 138 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 
5月19日(木)正午まで 
 

 
 
 
〇 大会中止要件 
中止の可能性がある場合は 5 月 21日(土)18 時に大会 HP 及び公式 Facebook アカウントにて

暫定的な判断を連絡します。また、大会の中止についての最終決定は 22 日(日)の朝 6 時に大

会 HP 及び公式 Facebook 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。） 
 

§3 会場細則 

1. 大会本部 
大会当日は、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 。 

 

2. 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。親水公園近くの足湯は利用しないでください。 
・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。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、本番時に出艇地点上越館（清滝建設資材置き場）に仮設トイレを設置しません。

水紀行館のトイレを使用した上で出艇してください。 

・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。 

 

 

3. 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。 

・駐車場内での事故や盗難に関して、事項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. 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。 

 



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。またEV急速充電の利用は他の利用者もいるため短時間でお願い

します。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§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、また近隣住民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 

委員長 中村 亮介 一橋大学 

副委員長・競技 和田 隆太郎 鳥取大学 

保険・会計 葛西 未来 静岡大学 

会場 加藤 大雅 一橋大学 

一般渉外 三河 悠樹 上智大学 

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 ラフティング部ストローム会部室 
Mail :  riverventure46@gmail.com 
HP : http://www.riverventure.com 


