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2010 カヌースプリントジュニア海外派遣選手選考会
(兼) 第 20 回府中湖カヌーレガッタ
１．名

称

要項

2010 カヌースプリント海外派遣選手第二次選考会
2010 カヌースプリントジュニア海外派遣選手選考会
(兼) 第 20 回府中湖カヌーレガッタ

２．主

催

社団法人

日本カヌー連盟・香川県カヌー協会

３．主

管

香川県カヌー協会・坂出市カヌー協会

４．後

援

香川県

香川県教育委員会

(財)香川県体育協会

坂出市教育委員会

坂出市体育協会

四国新聞社（株）

西日本放送

山陽放送

坂出市

坂出市消防本部

ＫＳＢ瀬戸内海放送

ＮＨＫ高松放送局
岡山放送（株）

ＴＳＣテレビせとうち（株） （財）ＯＨＫスポーツ振興財団香川

香川テレビ放送網（株）
５．協

力

府中湖カヌークラブ

白峰中学カヌー部

高瀬のぞみケ丘中学校カヌー部

坂出工業高校

６．協

賛

四国コカ・コーラボトリング（株）

７．期

日

平成２２年３月２５日(木)～３月２９日(月)

８．会

場

香川県坂出市府中町 1417-5

９．競技日程

府中湖カヌー競技場

３月２３日(火) 検艇・公開練習
３月２４日(水)

〃

３月２５日(木) 検艇・監督会議・開会式
午後

２００ｍ競技(シニア)

３月２６日(金) ２００ｍ競技種目別表彰式
５００ｍ競技(シニア女子・ジュニア)
３月２７日(土) ５００ｍ競技(シニア女子・ジュニア)
５００ｍ競技種目別表彰式
３月２８日(日) １０００ｍ競技(シニア男子・ジュニア)
３月２９日(月) １０００ｍ競技(シニア男子・ジュニア)
１０００ｍ競技種目別表彰式・閉会式
10．競技種目

＜シニア種目＞
2010 カヌースプリント海外派遣選手代表第二次選考会
１０００ｍ
男子

Ｋ－１，Ｋ－２，Ｋ－４，Ｃ－１，Ｃ－２

５００ｍ
女子

ＷＫ－１，ＷＫ－２，ＷＫ－４

２００ｍ
男子

Ｋ－１，Ｋ－２，Ｃ－１

女子

ＷＫ－１

（2012 ロンドンオリンピックおよび 2010 広州アジア大会の競技種目と同一）
＜ジュニア 種目＞

2010 カヌースプリントジュニア海外派遣選手選考会
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種目

１０００m
男子

ＪＫ－１，ＪＫ－２，（ＪＫ－４），ＪＣ－１，ＪＣ－２，（ＪＣ－４）

女子

ＪＷＫ－１，ＪＷＫ－２

５００ｍ
男子

ＪＫ－１，ＪＫ－２，（ＪＫ－４），ＪＣ－１，ＪＣ－２，（ＪＣ－４）

女子

ＪＷＫ－１，ＪＷＫ－２，（ＪＷＫ－４）

ただし、男子
11．競技方法

JＫ－４，男子

JＣ－４，女子

JWＫ－４は選考対象種目とはしない。

(１)平成２１年度(社)日本カヌー連盟カヌースプリント競技規則による。
(２)コースレーンについては、競技の都合上、９艇に満たない場合、９レーンより順次
使用することとする。
(３)各競技種目間の時間的考慮ができないこともある。
(４)必要に応じ、Ｂ決勝を実施する。
(５)「平成２１年度日本カヌースプリント選手権大会」
（第一次選考会）において、A 決
勝に進出した選手およびチームに、この選考会における当該出場組み合わせにお
いて、シード権を与える。
なお、チームボートにおいてシード権を得るためには、第一次選考会と同じ選手
で出場しなければならない。
(６)ジュニア種目へ参加の選手は、公認・点検済みのライフジャケットを着用すること。
(７)自艇参加を原則とする。ただし、借艇を希望する者へは（社）日本カヌー連盟公認
艇を貸与するが、艇数に限りがあるので、ジュニア種目参加の選手を含めて申し込
み先着順とする。カヌー艇の貸与が完了できたか各参加団体者は、電話確認するこ
と。条件は別紙借艇要項による。

12．参加資格

（１）平成２１年度 (社)日本カヌー連盟登録者。および２２年度登録申請中の者。
（２）ジュニア選手は 1992 年 1 月 1 日～1995 年 12 月 31 日の間に生まれた者とする。

13．選

考

競技終了後、結果を発表する。
（１）2010 年度海外派遣選手選考にあたっては、この大会への参加を必須とする。
（２）シニアの 2010 カヌースプリント海外派遣選手第二次選考会において、選考対象
となるのは、
平成 21 年度日本カヌースプリント選手権大会に出場した者とする。
（３） 本選考会において、Ａ決勝（シングル種目においてはＢ決勝まで）に出場した
選手およびチームに「2010 カヌースプリント海外派遣選手最終選考会」(石川県
小松市 2010 5/2～3)の当該種目への出場権を与える。なお、チームボートにお
いては、第二次選考会と最終選考会において選手の変更は認められない。
（４）ジュニアについては、この競技会の成績ならびに、第１次選考会（2009 日本カ
ヌースプリントジュニア小松大会）の成績により、ジュニア選抜選手ランキン
グリスト作成し、ランキング上位選手によりジュニア選抜チームを編成する。
（５）＜2010 年度派遣予定競技会＞
シニア
・ 第 16 回アジア競技大会

（１１／２２～２６

カヌースプリント競技

中国

広州）

・ 2010 世界カヌースプリント選手権大会

（８／１９～２２
2

ポーランド

ポズナン）

・ ICF カヌースプリントワールドカップ(第 1・2 戦)への出場も検討中

ジュニア
・

カレー国際レガッタ
（５／１５～１６

フランス

ブーローニュ）

・ ピースタニー国際レガッタ

（５／２１～２３
14．参 加 料

ピースタニー）

１種目につき、下記の参加料とする。（既納の参加料は返納しない。）
シングル４，０００円、

15．参加申込

スロバキア

ペア ８，０００円、

フォア １２，０００円

（１）申込先
所定の申込み用紙に必要事項を記入し、所属する加盟都道府県協会長の承認を得
て下記あてに送付すること。
(社)日本カヌー連盟
住所

〒150－8050
東京都渋谷区神南 1－1－1

Tel :

岸記念体育会館内

０３－３４８１－２４００

Fax :

０３－３４８１－２４０１

（２）ペア・フォア種目においては、その所属する相互の加盟都道府県協会長の承認
を得れば、他の都道府県協会登録者とも組むことができる。その場合は、各チ
ーム間で相互に良く連絡を取り、申込みのもれや重複のないように十分注意す
ること。（申込みの際明記すること。
）
また、学生については各選手所属の学校（クラブ）から申し込むことができる
が、その際、事前に各都道府県協会長の承認を得ておくこと。
なお、中学生の引率者の選任については、所属都道府県協会・所属校・所属ク
ラブで十分協議のうえ参加すること。
（３）参加申込みは、参加申込書の記入漏れがあるもの、期日に遅れたもの、参加料
未納のもの、都道府県協会長の承認印のないものは受理しない。やむをえずフ
ァックスで申込む場合は，競技規則第１１条６項を適用する。
（４）振込先
参加料は、各金融機関の用紙を用い、下記口座に振込むこと。
※振込の際、ご依頼人名の前に「ＳＰ」を必ずご記入下さい。
みずほ銀行 渋谷支店

普通預金 №２５０１９１

(社)日本カヌー連盟
16．申込締切

会長

福田康夫(フクダヤスオ)

平成２２年３月３日(水) １７：００まで必着のこと。
宿泊・昼食申込みの締め切り期日は上記と異なるので十分注意のこと。

17．組み合せ

（１）日時
（２）場所

18．検

艇

（１）日時

平成２２年３月７日(日) １０：００～
（社）日本カヌー連盟 事務局で行う。
平成２２年３月２３日(火) １３：００～１６：００
３月２４日(水)

９：００～１２：００
１３：００～１６：００

３月２５日(木)
（２）場所

９：００～１０：００

坂出市カヌー研修センター艇庫前広場
3

19．監督会議
20．開・閉会式

（１）日時

平成２２年３月２５日(木)

９：００～

（２）場所

坂出市カヌー研修センター２階会議室

９：３０

（１）開会式
①日時

平成２２年３月２５日(木) １０：００～

②場所

坂出市カヌー研修センター艇庫前広場

（２）閉会式
① 日時 平成２２年３月２９日(月) １２：００（予定）
府中湖レガッタ種目別表彰式と同時に行う。
②場所
21．表

彰

坂出市カヌー研修センター艇庫前広場

各種目３位まで第２０回府中湖カヌーレガッタの表彰を行う。

22．宿泊・昼食

宿泊・昼食については、別紙宿泊要項・昼食申込み要領による。

23．輸

送

計画輸送は行わない。

24．交

通

同封の地図を参考にすること。

25．駐 車 場

車両の駐車については、参加団体に送付する地図に示す場所に駐車し、それ以外に
は駐車しないこと。

26．自艇置き場

参加団体に送付する地図に示す場所を自艇置き場として開放する。
＊ 斜面・突風等に十分注意し、車両・艇は各自で責任を持ち管理すること。

27.その他

（１）大会期間中は傷害保険に加入するが、万一の当該事故につき、主催者の責任は、
補償額以外の責任は負わず、当該競技者が負うものとする。
（２）選手控所（テント等）については、各自準備すること。
（注意） テント等は不意の強風・雨にそなえて、各自しっかり固定すること。
（３）安全対策については艇に浮力体を入れる等艇が満水状態になっても沈まないよ
う各自十分対策を講じること。
（４）宿泊は、他の宿泊客の迷惑とならないよう行動すること。
（注意）

野宿、テント泊、車泊は一切認めない。

（５）開会式、閉会式、表彰式には各チームのユニフォームで参加すること。
28．問い合わせ

（１）競技に関する問い合わせ先
〒150－8050

東京都渋谷区神南 1－1－1

(社)日本カヌー連盟

岸記念体育会館内

事務局

Tel：03-3481-2400

Fax：03-3481-2401

（２）大会運営に関する（宿泊・借艇・弁当・会場）問い合わせ先
〒762-0024

香川県坂出市府中町 1417-5

香川県カヌー協会

事務局

坂出市カヌー研修センター内

Tel & Fax : 0877-48-1885

＊HP でも案内する。
日本カヌー連盟ＨＰ

http://www.canoe.or.jp/

香川県カヌー協会ＨＰ

http://kagcanoe.com/

この大会は、独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興基金の平成２１年度助成事業
となっている。
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