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平成 30年 2月 19日 

関西ボート連盟 

第 71回朝日レガッタ 開催要項 

1．大会名称  第 71回朝日レガッタ 

2．期 日 平成 30年 5月 3日（木）・4日（金）・5日（土）・6日（日） 4日間 

3．会 場  滋賀県立琵琶湖漕艇場  滋賀県大津市玉野浦 6-1 

4．主 催 関西ボート連盟・朝日新聞社・滋賀県・大津市 

5．後 援 滋賀県体育協会・大津市体育協会・朝日放送・日刊スポーツ新聞社・公益社団法人日本ボート協会 

6．主 管 滋賀県ボート協会 

7．種目 等 

種  目 距 離 出漕料（男女とも同額） 

＊保険料含む 

備 考 

一般・大学 男子エイト 1,000m 35,700 円 自艇（高校生出漕可） 

男子舵手付きフォア 1,000m 21,500 円 自艇 

女子舵手付きクォドルプル 1,000m 21,500 円  〃 

ダブルスカル(男子・女子) 1,000m 8,600 円   〃 

シングルスカル(男子・女子) 1,000m 6,300 円   〃 

高 校 舵手付きクォドルプル(男子・女子) 1,000m 17,500 円  〃 

ダブルスカル(男子・女子) 1,000m 8,600 円   〃 

シングルスカル(男子・女子) 1,000m 6,300 円  〃 

中 学 舵手付きクォドルプル(男子・女子) 1,000m 11,500 円 配艇（自艇も可） 

ダブルスカル(男子・女子) 1,000m 5,600 円  〃 

マスターズ 男子ナックルフォア（50 歳以上） 500m 16,500 円 配艇・男女混合可 

女子ナックルフォア（40 歳以上） 500m 16,500 円 配艇・舵手男子可 

男子シングルスカル（50 歳以上） 1,000m 6,300 円 自艇 

男子シングルスカル（60 歳以上） 1,000m 6,300 円  〃 

ﾊﾟﾗﾛｰｲﾝｸﾞ ナックルフォア 1,000m 9,000 円 配艇 

シングルスカル 1,000m 1,800 円 自艇 

ダブルスカル 1,000m 3,600 円 自艇 
 

8．競漕方法  日本ボート協会の競漕規則に準ずる。（参照先：http://www.jara.or.jp/jara/index.html） 

9．参加資格 (1) 都道府県ボート協会加盟団体で、選手はその団体の所属選手であること。（協会の加盟証明印を

必要とする） 

(2) 外国クルーはその所属する国のボート協会の加盟証明・承認を必要とする。 

(3) 一般・大学については団体責任者の参加承認印を必要とする。 

(4) 中学・高校生については、都道府県の中体連・高体連ボート専門部に加盟する学校の生徒は学校

長の参加承認印を必要とする。加盟しない学校の生徒の出漕および、他団体・組織との混成クル

ーでの出漕は、出漕申込書に保護者の参加承認印を必要とする。 

(5) 出漕は 1人 1種目、シングルスカル種目は 1団体から 2クルーまでとする。 

(6) 中学は 1種目につき 1団体から 2クルーまでとする。 

(7) マスターズについては上記参加資格(1)を免除できるものとし、クルーを代表する責任者の参加承
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認印は必要とする。 

(8) 出漕申込数が 3クルー未満の場合はオープン種目とする。 

(9)選手の変更はあらかじめ届け出た補欠の範囲内で行う。 

10．使用艇 自艇とする。（中学およびナックルフォア種目を除く。） 

11．舵手計量 シェル艇の舵手の計量は、出漕日毎に各自の最初のレースの 2 時間 30 分前から 1 時間前までに滋

賀県ボート協会艇庫（BRC）で行う。但し、中学は行わない。 

12．ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾗｰ 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及び服装は統一すること。 

（ロゴおよびアンダーシャツや見た目の色調も含め、厳格に統一すること） 

14．ﾊﾞｳﾅﾝﾊﾞｰ クルーはバウナンバープレートを各自で準備し、使用艇の艇首に装着すること。 

15．表 彰 種目毎に、優勝クルーに賞状・盾・メダルを、2位および 3位に賞状・メダルを授与する。 

ただし、オープン種目は賞状・盾・メダルの授与はしない。 

16．参加賞 参加者（乗員）には参加賞を贈る。 

17．出漕料等 出漕料には保険料（１人 300円）を含む。なお、申込締切後の出漕取消しの場合には返金しない。 

18．払込先 加入者名 「 関西ボート連盟 」 

郵便 （ 口座記号 ０１０２０－７  口座番号 ６８３３ ） 

＊郵便局備付けの払込取扱票に、「団体名」「出漕料」「合計金額」を記入すること。（なお、手数料

は申込者が負担すること） 

19．出漕申込 (1) 関西ボート連盟ホームページ（http://karal.jp）から大会名“朝日レガッタ”を選択後、画面案内に

沿って必要項目を入力し（仮）出漕登録を行う。（折り返し、入力者へ連盟の受付番号がメール返信

される） 

(2) （仮）登録済出漕申込書を印刷し各団体（クルー）の所属する協会の加盟証明印を捺印後（マスタ

ーズの部参加を除く）、記入済出漕料総括票と共に、競漕委員会に期日内に送付することで出漕

手続きが完了する。 

20．送付先 〒520-8799 滋賀県大津市 大津中央郵便局留 

第 71回朝日レガッタ競漕委員会 宛 

21．申込期日 平成 30年 2月 26日（月）0時～3月 12日（月）24時 

＊証明印済みの書類が期日内に必着のこと。以後は 13日までの消印以降は受け付けない。 

22．出漕変更 (1) 関西ボート連盟ホームページから画面案内に沿って、出漕変更願いに必要事項を入力し印刷す

る。 

(2) 加盟協会の承認印を捺印後、前記の競漕委員会へ送付すること。 

受付期間は、平成 30年 4月 16日（月）0時～4月 26日（木）24時 

＊事前変更締切後は競漕規則第 27条に準ずる。 

23．競漕日程 (1) 中学の部は大会第 3 日（5 月 5 日）に、マスターズの部は大会第 4 日(5 月 6 日)に行う予定とす

る。 

(2) 大会開始の約 30 日前に、関西ボート連盟ホームページに“暫定”の競漕順序表、大会日程表、レ

ーン決定ルール等の大会運営情報を掲載する。 

24． 

組合せ抽選 

(1) 日時：平成 30年 5月 2日（水）15時（13時～14時棄権受付） 

(2) 場所：大津市立生涯学習センター 

(3) 抽選：公開方式  

＊事前に棄権が決定しているクルーは、棄権受付時間までに競漕委員会へ棄権届を提出のこと。 
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第 71回朝日レガッタ大会 運営 問合せ先 【関西ボート連盟 朝日レガッタ専用メール】 

     メールアドレス ： asahi@karal.jp 

 

25． 

監督主将会議 

(1) 日時：平成 30年 5月 2日（水）16時（15時 30分～出席者受付開始） 

(2) 場所：大津市生涯学習センター（公共交通機関を利用のこと） 

   大津市本丸町 6番 50号   京阪電鉄 石山坂本線 膳所本町下車 徒歩 7分 

(3) 出席者：各参加団体・クルーの代表者 

＊監督主将会議を欠席した団体は棄権とみなす。 

(4) “確定済”の組合せ表/競漕順序表/大会日程表等を配布すると共に連盟ホームページにオンタイ

ムで掲載する。 

26．ドーピング 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。 

27．安全面の

留意事項 

本事項は過去の事故の経験を勘案し、今後、二度と事故を起こさないために、参加者に対して以下の

留意事項の遵守を求めるものである。 

(1) 出漕選手は競漕に耐えうる健康者であること。 

(2) 所定の時間内に漕了することができ、かつ、水上における自らの安全を確保する技量を有してい

ること。（例えば、立ち泳ぎができる等） 

(3) 出漕に際しては、救命具を携行、装着するなどの安全対策を各クルーの責任において実施するこ

と。 

28．注意事項 (1) 大会参加者の個人情報は大会運営の範囲内で使用する。 

(2) 主催者が撮影した写真等の肖像権は主催者に帰属する。 

(3) 出漕料総括票、棄権届等は連盟ホームページからダウンロードの上、指定書式を使用すること。 

29．宿舎案内 滋賀県旅館ホテル生活衛生同業組合 

〒520-0806 大津市打出浜 13-22  ☎077-522-2553 
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