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2020年12月
　 一般社団法人 大阪ボート協会

1 第6回　西日本選手権競漕大会

2 期　日 2021年4月24日（土曜日）　25日（日曜日）

3 大阪府立漕艇センター（大阪府高石市高砂一丁目）　ＴＥＬ　０７２－２６８－３１００

4 主　催 一般社団法人　大阪ボート協会 http://www.oara.or.jp

5 主　管 関西学生ボート連盟 https://sites.google.com/site/ksra2010/

6 公益社団法人　日本ボート協会 https://www.jara.or.jp

7 競漕種目及び距離、出漕料

※下記に主な種目を記載していますが、特に限定はせず記載の無い種目についても状況により対応します。

距　離 出漕料（保険料含む） 備　　　　考

エイト 2,000m 30,000円 ＊借艇希望者は大阪府立漕艇センター

舵手つきフォア 〃 22,000円 　　（℡072-268-3100）に問い合わせのこと。

舵手つきクォドルプル 〃 22,000円 　　ただし舵手なしペア・舵手なしクォドルプルに　

舵手なしフォア 〃 18,000円 　　ついては借艇無し。

舵手なしクォドルプル 〃 18,000円 ＊中学・高校生の出漕料は半額。

舵手なしペア 〃 11,000円 ＊コックスの性別は問わない。

ダブルスカル 〃 11,000円 ＊大会期間中複数の方へ同じ艇は貸出しません。

シングルスカル 〃 7,000円

8 （１）出漕時点において，いずれかの都道府県ボート協会所属のボート団体員で，なおかつ公益社団法人

　　　日本ボート協会に対して選手登録を行っている者。

（２）中学生・高校生については、出漕申込書に学校長または保護者の参加承認印を必要とする。

9 使用艇 自艇とする。（大阪ボート協会にて艇の貸与はしない）

10 本大会１日目の予選は、午前１本、午後１本のタイムトライアル形式とし、その合計タイムを元に

２日目の組み合わせを決定し、出漕全クルーに順位を付与します。

本大会１日目の予選については引き波を立てないよう、審判艇のレース毎の追走はしません。

他艇との接触には各クルーにて充分に注意してください。（安全のための審判艇による監視を行います）

その他、記載のない事項については、原則として日本ボート協会競漕規則に準じます。

（参照先  http://www.jara.or.jp/jara/index.html）

11 表彰 （１）各種目の１位から３位までのクルーにはメダルと賞状を授与する。

（２）ただし、出漕数が3クルー以下の場合はメダル授与はしない。

12 ブレードカラー クルーのブレードカラーは統一することを原則とするが、大会の趣旨を鑑み、競漕委員長が認めた

場合はこの限りではない。

13 ユニフォーム クルーのユニフォームは統一することを原則とするが、大会の趣旨を鑑み、競漕委員長が認めた

場合はこの限りではない。

14 バウナンバー クルーはバウナンバーを各自で準備し、使用艇の艇首に装着すること。

15 艇計量 艇計量と舵手計量は実施しない。

舵手計量

16 出漕料等 出漕料は保険料を含む。なお、申込締切後の出漕取消しの場合には返金しない。

※新型コロナウィルス感染状況悪化による開催中止の場合は返金する

17 払込先 加入者名　　　「一般社団法人大阪ボート協会」　　　

郵便振替　　　（口座記号　００９１０－１　　　　口座番号　２８２１３８）

　＊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。）

参加資格

競漕方法

第6回　西日本選手権競漕大会

大会名称

会　場

後　援

　　　　　　種　　　　　　目　(全て男女)

　一般・学生
（中高生含
む）
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18 （１） 大阪ボート協会HPから出漕申込書をダウンロードのうえ、内容を入力したエクセルファイルをメールで

　　提出。　（別途印刷したものを郵送のこと）　　　※出漕申込書は3月１日以降にアップロードします。

（２）　締め切り４月2日（金曜日） 出漕料振込期間 4月１2日(月曜日)～4月２1日(水曜日)

　　※ダブルエントリーは可能。レース間隔については可能な範囲で配慮する。

（３）　メンバー変更と棄権届は、そのクルーの第１レースの１時間前までに、

　　　競漕委員に書面にて提出すること。

　　　クルーの半数までとコックスの変更は可能。

　　　シングルスカルについては、日本ボート協会競漕規則２７条に準ずる。

　　　出漕申込の受付状況は大阪ボート協会ホームページ上で発信することがある。

19 送付先 〒541-0041 大阪市中央区北浜2-3-10 　ＶＩＰ関西センター３階 

　　　　　　　　一般社団法人大阪ボート協会 宛

20 安全面の （１）　出漕選手は競漕に耐えうる健康者であること。

留意事項 （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。

（４）　大阪コロナ対策システムのQRコードより、来場者全員登録を行うこと。

　　　 大阪コロナ対策システムについては下記より確認してください。

（５）　当日出場するレースの1時間前までに、体調チェックシートを記入のうえ提出すること。

（６）　新型コロナ感染状況により、大会中止とする場合もあります。　

（７）　新型コロナ感染拡大防止のため、さん橋でのエール禁止、大声を出しての応援も禁止とします。　

　　　　※さん橋付近に、立ち入り禁止エリアを設置します(選手、サポートスタッフは立ち入り可)

（８）　別途詳細の注意事項を事前に大阪ボート協会HPに掲載します。　

（９）　今回は新型コロナ感染の状況を踏まえ、無観客での開催とします。　

（１０）　大会14日前から毎日健康状態をチェックし、別紙健康調査質問シートを記載し会場到着時に

　　　　　団体ごとまとめて提出してください。(その中の連絡先は大会後の連絡先として使用します)

　　　　　また、2日とも別紙来場者チェックシートを記載し会場到着時に団体ごとに提出してください。

21 オープン （１）　予選（第１日目）にオープン参加をする場合

参加について 　①　原則として、申し込みのあったクルー全てについてオープン参加を受け付けます。但し、競漕大会の

　　　日程により、オープン参加を受け付けられないこともあるので、オープン参加を希望するクルーは、

　　　必ず事前に当協会事務局または大会本部に、参加可否を問い合わせてください。

　②　オープン参加の受付は、要項公開時から該当するレースの１時間前までとします。

　③　正規出漕クルーと同額の出漕料が必要です。

　④　順位決定（第２日目）も出漕することができます。この場合、予選のオープン参加申し込み時に

　　　オープン参加としての順位決定への出漕意思があることを申し出てください。

　⑤　予選レースに出漕したオープン参加クルーが順位決定への出漕を希望する場合は、

　　　原則として予選タイムの最も遅いクルーよりも後の組としますが、参加クルー数により

　　　最終的には競漕委員会が決定することとします。

（２）　順位決定（第２日目）にオープン参加をする場合

　①　予選にオープン参加で出漕し、順位決定にも出漕意思がある旨を申し出たクルーは参加出来ます。

　②　順位決定（第２日目）当日の出漕申し込みは、組み合わせ上の空きレーンがある場合、

　　　または棄権クルーが発生した場合に限り、オープン参加を受け付けます。但し、Ａ決勝への出漕は

　 　　　認められません（Ｂ決勝が実施されない種目に限り、Ａ決勝へのオープン参加を認めます）。

　③　正規出漕クルーと同額の出漕料が必要です。但し、予選に出漕し、既に出漕料を支払っている

　　　場合重複して支払う必要はありません。

　④　組み合わせは、競漕委員会が決定します。

出漕申込

http://www.pref.osaka.lg.jp/smart_somu/osaka_covid19/index.html
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（３）　所定の出漕料の入金がない場合は、オープンレース参加を受け付けたことにはなりませんので

　　　注意してください。

22 組合せ 競漕委員会にて組合せ決定し、ホームページ等に大会1週間前(4/17)までに掲載します。

23 個人情報 （１）　大会参加者の個人情報は大会運営の範囲内で使用します。

（２）　主催者が撮影した写真は主催者のホームページ等に掲載する場合があります。

24 宿舎案内 斡旋はしません。各自で手配ください。　
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2020年12月
　 一般社団法人 大阪ボート協会

1 第6回　西日本選手権競漕大会

2 期　日 2021年4月24日（土曜日）　25日（日曜日）

3 大阪府立漕艇センター（大阪府高石市高砂一丁目）　ＴＥＬ　０７２－２６８－３１００

4 主　催 一般社団法人　大阪ボート協会 http://www.oara.or.jp

5 主　管 関西学生ボート連盟 https://sites.google.com/site/ksra2010/

6 公益社団法人　日本ボート協会 https://www.jara.or.jp

7 競漕種目及び距離、出漕料

※下記に主な種目を記載していますが、特に限定はせず記載の無い種目についても状況により対応します。

距　離 出漕料（保険料含む） 備　　　　考

エイト 2,000m 30,000円 ＊借艇希望者は大阪府立漕艇センター

舵手つきフォア 〃 22,000円 　　（℡072-268-3100）に問い合わせのこと。

舵手つきクォドルプル 〃 22,000円 　　ただし舵手なしペア・舵手なしクォドルプルに　

舵手なしフォア 〃 18,000円 　　ついては借艇無し。

舵手なしクォドルプル 〃 18,000円 ＊中学・高校生の出漕料は半額。

舵手なしペア 〃 11,000円 ＊コックスの性別は問わない。

ダブルスカル 〃 11,000円 ＊大会期間中複数の方へ同じ艇は貸出しません。

シングルスカル 〃 7,000円

8 （１）出漕時点において，いずれかの都道府県ボート協会（漕艇協会）所属のボート団体員で，なおかつ公益

　　　社団法人日本ボート協会に対して選手登録を行っている者。

（２）中学生・高校生については、出漕申込書に学校長または保護者の参加承認印を必要とする。

9 使用艇 自艇とする。（大阪ボート協会にて艇の貸与はしない）

10 本大会１日目の予選は、午前１本、午後１本のタイムトライアル形式とし、その合計タイムを元に

２日目の組み合わせを決定し、出漕全クルーに順位を付与します。

本大会１日目の予選については引き波を立てないよう、審判艇のレース毎の追走はしません。

他艇との接触には各クルーにて充分に注意してください。（安全のための審判艇による監視を行います）

その他、記載のない事項については、原則として日本ボート協会競漕規則に準じます。

（参照先  http://www.jara.or.jp/jara/index.html）

11 表彰 （１）各種目の１位から３位までのクルーにはメダルと賞状を授与する。

（２）ただし、出漕数が3クルー以下の場合はメダル授与はしない。

12 ブレードカラー クルーのブレードカラーは統一することを原則とするが、大会の趣旨を鑑み、競漕委員長が認めた

場合はこの限りではない。

13 ユニフォーム クルーのユニフォームは統一することを原則とするが、大会の趣旨を鑑み、競漕委員長が認めた

場合はこの限りではない。

14 バウナンバー クルーはバウナンバーを各自で準備し、使用艇の艇首に装着すること。

15 艇計量 艇計量と舵手計量は実施しない。

舵手計量

16 出漕料等 出漕料は保険料を含む。なお、申込締切後の出漕取消しの場合には返金しない。

※新型コロナウィルス感染状況悪化による開催中止の場合は返金する

17 払込先 加入者名　　　「一般社団法人大阪ボート協会」　　　

郵便振替　　　（口座記号　００９１０－１　　　　口座番号　２８２１３８）

　＊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。）

参加資格

第6回　西日本選手権競漕大会

大会名称

会　場

後　援

　　　　　　　　種　　　　　　目　(全て男女)

競漕方法

　一般・学生
（中高生含
む）

【参考】

6/26,27：全日本社会人
9/9～12：全日本大学選手権
9/11,12：オックスフォード盾R
9/23～26：全日本選手権

選手が今後のレースに向け、出場したい種目に

柔軟に対応できるようにしたい

また選手からも相談しやすいかたちに

※2020年は4-が種目に入っていなかった
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18 （１） 大阪ボート協会HPから申込書をダウンロードのうえ、内容を入力したエクセルファイルをメールで提出。

　　　（別途印刷したものを郵送のこと）

（２）　締め切り４月2日（金曜日） 出漕料振込期間 4月１2日(月曜日)～4月２1日(水曜日)

　　※ダブルエントリーは可能。レース間隔については可能な範囲で配慮する。

（３）　メンバー変更と棄権届は、そのクルーの第１レースの１時間前までに、

　　　競漕委員に書面にて提出すること。

　　　クルーの半数までとコックスの変更は可能。

　　　シングルスカルについては、日本ボート協会競漕規則２７条に準ずる。

　　　出漕申込の受付状況は大阪ボート協会ホームページ上で発信することがある。

19 送付先 〒541-0041 大阪市中央区北浜2-3-10 　ＶＩＰ関西センター３階 

　　　　　　　　一般社団法人大阪ボート協会 宛

20 安全面の （１）　出漕選手は競漕に耐えうる健康者であること。

留意事項 （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。

（4）　大阪コロナ対策システムのQRコードより、来場者全員登録を行うこと。

　　　 大阪コロナ対策システムについては下記より確認してください。

（5）　当日出場するレースの1時間前までに、体調チェックシートを記入のうえ提出すること。

（6）　新型コロナ感染状況により、大会中止とする場合もあります。　

（７）　新型コロナ感染拡大防止のため、さん橋でのエール禁止、大声を出しての応援も禁止とします。　

　　　　※さん橋付近に、立ち入り禁止エリアを設置します(選手、サポートスタッフは立ち入り可)

（8）　別途詳細の注意事項を事前に大阪ボート協会HPに掲載します。　

（９）　今回は新型コロナ感染の状況を踏まえ、無観客での開催とします。　

（10）　大会14日前から毎日健康状態をチェックし、別紙健康調査質問シートを記載し会場到着時に

　　　　　団体ごとまとめて提出してください。(その中の連絡先は大会後の連絡先として使用します)

　　　　　また、2日とも別紙来場者チェックシートを記載し会場到着時に団体ごとに提出してください。

21 オープン （１）　予選（第１日目）にオープン参加をする場合

参加について 　①　原則として、申し込みのあったクルー全てについてオープン参加を受け付けます。但し、競漕大会の

　　　日程により、オープン参加を受け付けられないこともあるので、オープン参加を希望するクルーは、

　　　必ず事前に当協会事務局または大会本部に、参加可否を問い合わせてください。

　②　オープン参加の受付 期間は、競漕大会の出漕申込締切日の翌日より、該当するレースの

　　　１時間前までとします。

　③　正規出漕クルーと同額の出漕料が必要です。

　④　順位決定（第２日目）も出漕することができます。この場合、予選のオープン参加申し込み時に

　　　オープン参加としての順位決定への出漕意思があることを申し出てください。

　⑤　予選レースに出漕したオープン参加クルーが順位決定への出漕を希望する場合は、

　　　原則として予選タイムの最も遅いクルーよりも後の組としますが、参加クルー数により

　　　最終的には競漕委員会が決定することとします。

（２）　順位決定（第２日目）にオープン参加をする場合

　①　予選にオープン参加で出漕し、順位決定にも出漕意思がある旨を申し出たクルーは参加出来ます。

　②　順位決定（第２日目）当日の出漕申し込みは、組み合わせ上の空きレーンがある場合、

　　　または棄権クルーが発生した場合に限り、オープン参加を受け付けます。但し、Ａ決勝への出漕は

　 　　　認められません（Ｂ決勝が実施されない種目に限り、Ａ決勝へのオープン参加を認めます）。

　③　正規出漕クルーと同額の出漕料が必要です。但し、予選に出漕し、既に出漕料を支払っている

　　　場合重複して支払う必要はありません。

　④　組み合わせは、競漕委員会が決定します。

http://www.pref.osaka.lg.jp/smart_somu/osaka_covid19/index.html

出漕申込

2020年はエール禁止等にしたことで、さん橋付
近の混雑に改善が見られた

しかし、人が少しでもさん橋付近に集まるとそれ

につられ増えることから立ち入り禁止エリアを設

置することも検討してみてはどうか
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（３）　所定の出漕料の入金がない場合は、オープンレース参加を受け付けたことにはなりませんので

　　　注意してください。

22 組合せ （１）　競漕委員会にて組合せ決定し、ホームページ等に大会1週間前(4/17)までに掲載します。

23 個人情報 （１）　大会参加者の個人情報は大会運営の範囲内で使用します。

（２）　主催者が撮影した写真は主催者のホームページ等に掲載する場合があります。

24 宿舎案内 斡旋はしません。各自で手配ください。　
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2020年11月
　 一般社団法人 大阪ボート協会

1 第6回　西日本選手権競漕大会

2 期　日 2021年4月24日（土曜日）　25日（日曜日）

3 大阪府立漕艇センター（大阪府高石市高砂一丁目）　ＴＥＬ　０７２－２６８－３１００

4 主　催 一般社団法人　大阪ボート協会 http://www.oara.or.jp

5 主　管 関西学生ボート連盟 https://sites.google.com/site/ksra2010/

6 公益社団法人　日本ボート協会 https://www.jara.or.jp

7 競漕種目及び距離、出漕料

※下記に主な種目を記載していますが、特に限定はせず記載の無い種目についても状況により対応します(マスターズは除く)

距　離 出漕料（保険料含む） 備　　　　考

エイト 2,000m 30,000円 ＊借艇希望者は大阪府立漕艇センター

舵手つきフォア 〃 22,000円 　　（℡072-268-3100）に問い合わせのこと。

舵手つきクォドルプル 〃 22,000円 　　ただし舵手なしペア・舵手なしクォドルプルに　

舵手なしフォア 〃 18,000円 　　ついては借艇無し。

舵手なしクォドルプル 〃 18,000円 ＊中学・高校生の出漕料は半額。

舵手なしペア 〃 11,000円 ＊コックスの性別は問わない。

ダブルスカル 〃 11,000円 ＊大会期間中複数の方へ同じ艇は貸出しません。

シングルスカル 〃 7,000円

8 本大会１日目の予選は、午前１本、午後１本のタイムトライアル形式とし、その合計タイムを元に

２日目の組み合わせを決定し、出漕全クルーに順位を付与します。

本大会１日目の予選については引き波を立てないよう、審判艇のレース毎の追走はしません。

他艇との接触には各クルーにて充分に注意してください。（安全のための審判艇による監視を行います）

その他、記載のない事項については、原則として日本ボート協会競漕規則に準じます。

（参照先  http://www.jara.or.jp/jara/index.html）

9 （１） 中学生・高校生については、出漕申込書に学校長または保護者の参加承認印を必要とする。

（２） 出漕数が3クルー以下の場合はメダル授与はしない。

10 使用艇 自艇とする。（大阪ボート協会にて艇の貸与はしない）

11 ブレードカラー クルーのブレードカラーは統一することを原則とするが、大会の趣旨を鑑み、競漕委員長が認めた

場合はこの限りではない。

12 ユニフォーム クルーのユニフォームは統一することを原則とするが、大会の趣旨を鑑み、競漕委員長が認めた

場合はこの限りではない。

13 バウナンバー クルーはバウナンバーを各自で準備し、使用艇の艇首に装着すること。

14 艇計量 艇計量と舵手計量は実施しない。

舵手計量

15 出漕料等 出漕料は保険料を含む。なお、申込締切後の出漕取消しの場合には返金しない。

※新型コロナウィルス感染状況悪化による開催中止の場合は返金する

16 払込先 加入者名　　　「一般社団法人大阪ボート協会」　　　

郵便振替　　　（口座記号　００９１０－１　　　　口座番号　２８２１３８）

　＊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。）

競漕方法

参加資格

第6回　西日本選手権競漕大会

大会名称

会　場

後　援

　　　　　　　　種　　　　　　目　(全て男女)

　一般・学生
（中高生含
む）

【参考】

6/26,27：全日本社会人
9/9～12：全日本大学選手権
9/11,12：オックスフォード盾R
9/23～26：全日本選手権

選手が今後のレースに向け、出場したい種目に

柔軟に対応できるようにしたい

また選手からも相談しやすいかたちに

※2020年は4-が種目に入っていなかった
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17 （１） 大阪ボート協会HPから申込書をダウンロードのうえ、内容を入力したエクセルファイルをメールで提出。

　　　（別途印刷したものを郵送のこと）

（２）　締め切り４月2日（金曜日） 出漕料振込期間 4月１2日(月曜日)～4月２1日(水曜日)

　　※ダブルエントリーは可能。レース間隔については可能な範囲で配慮する。

（３）　メンバー変更と棄権届は、そのクルーの第１レースの１時間前までに、

　　　競漕委員に書面にて提出すること。

　　　クルーの半数までとコックスの変更は可能。

　　　シングルスカルについては、日本ボート協会競漕規則２７条に準ずる。

　　　出漕申込の受付状況は大阪ボート協会ホームページ上で発信することがある。

18 送付先 〒541-0041 大阪市中央区北浜2-3-10 　ＶＩＰ関西センター３階 

　　　　　　　　一般社団法人大阪ボート協会 宛

19 安全面の （１）　出漕選手は競漕に耐えうる健康者であること。

留意事項 （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。

（4）　大阪コロナ対策システムのQRコードより、来場者全員登録を行うこと。

　　　 大阪コロナ対策システムについては下記より確認してください。

（5）　当日出場するレースの1時間前までに、体調チェックシートを記入のうえ提出すること。

（6）　新型コロナ感染状況により、大会中止とする場合もあります。　

（７）　新型コロナ感染拡大防止のため、さん橋でのエール禁止、大声を出しての応援も禁止とします。　

　　　　※さん橋付近に、立ち入り禁止エリアを設置します(選手、サポートスタッフは立ち入り可)

（8）　別途詳細の注意事項を事前に大阪ボート協会HPに掲載します。　

（９）　今回は新型コロナ感染の状況を踏まえ、無観客での開催とします。　

（10）　大会14日前から毎日健康状態をチェックし、別紙健康調査質問シートを記載し会場到着時に

　　　　　団体ごとまとめて提出してください。(その中の連絡先は大会後の連絡先として使用します)

　　　　　また、2日とも別紙来場者チェックシートを記載し会場到着時に団体ごとに提出してください。

20 オープン （１）　予選（第１日目）にオープン参加をする場合

参加について 　①　原則として、申し込みのあったクルー全てについてオープン参加を受け付けます。但し、競漕大会の

　　　日程により、オープン参加を受け付けられないこともあるので、オープン参加を希望するクルーは、

　　　必ず事前に当協会事務局または大会本部に、参加可否を問い合わせてください。

　②　オープン参加の受付期間は、競漕大会の出漕申込締切日の翌日より、該当するレースの

　　　１時間前までとします。

　③　正規出漕クルーと同額の出漕料が必要です。

　④　順位決定（第２日目）も出漕することができます。この場合、予選のオープン参加申し込み時に

　　　オープン参加としての順位決定への出漕意思があることを申し出てください。

　⑤　予選レースに出漕したオープン参加クルーが順位決定への出漕を希望する場合は、

　　　原則として予選タイムの最も遅いクルーよりも後の組としますが、参加クルー数により

　　　最終的には競漕委員会が決定することとします。

（２）　順位決定（第２日目）にオープン参加をする場合

　①　予選にオープン参加で出漕し、順位決定にも出漕意思がある旨を申し出たクルーは参加出来ます。

　②　順位決定（第２日目）当日の出漕申し込みは、組み合わせ上の空きレーンがある場合、

　　　または棄権クルーが発生した場合に限り、オープン参加を受け付けます。但し、Ａ決勝への出漕は

　 　　　認められません（Ｂ決勝が実施されない種目に限り、Ａ決勝へのオープン参加を認めます）。

　③　正規出漕クルーと同額の出漕料が必要です。但し、予選に出漕し、既に出漕料を支払っている

　　　場合重複して支払う必要はありません。

　④　組み合わせは、競漕委員会が決定します。

出漕申込

http://www.pref.osaka.lg.jp/smart_somu/osaka_covid19/index.html

2020年はエール禁止等にしたことで、さん橋付
近の混雑に改善が見られた

しかし、人が少しでもさん橋付近に集まるとそれ

につられ増えることから立ち入り禁止エリアを設

置することも検討してみてはどうか
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（３）　所定の出漕料の入金がない場合は、オープンレース参加を受け付けたことにはなりませんので

　　　注意してください。

21 組合せ （１）　競漕委員会により組合せを行い、ホームページ等に大会1週間前(4/17)までに掲載します。

22 個人情報 （１）　大会参加者の個人情報は大会運営の範囲内で使用します。

（２）　主催者が撮影した写真は主催者のホームページ等に掲載する場合があります。

23 宿舎案内 斡旋はしません。各自で手配ください。　
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2020年7月
　 一般社団法人 大阪ボート協会

1 第5回　西日本選手権競漕大会

2 期　日 2020年9月26日（土曜日）　27日（日曜日）

3 大阪府立漕艇センター（大阪府高石市高砂一丁目）　ＴＥＬ　０７２－２６８－３１００

4 主　催 一般社団法人　大阪ボート協会 http://www.oara.or.jp

5 主　管 関西学生ボート連盟 https://sites.google.com/site/ksra2010/

6 公益社団法人　日本ボート協会 https://www.jara.or.jp

7 競漕種目及び距離、出漕料

距　離 出漕料（保険料含む） 備　　　　考

男子　エイト 2,000m 30,000円 ＊借艇希望者は大阪府立漕艇センター

舵手つきフォア（男子・女子） 〃 22,000円 　　（℡072-268-3100）に問い合わせのこと。

女子　舵手つきクォドルプル 〃 22,000円 　　ただし舵手なしペア・舵手なしクォドルプルに　

舵手なしクォドルプル（男子・女子） 〃 18,000円 　　ついては借艇無し。

舵手なしペア（男子・女子） 〃 11,000円 ＊中学・高校生の出漕料は半額。

ダブルスカル（男子・女子） 〃 11,000円 ＊コックスの性別は問わない。

シングルスカル（男子・女子） 〃 7,000円 ＊大会期間中複数の方へ同じ艇は貸出しません。

8 本大会１日目の予選は、午前１本、午後１本のタイムトライアル形式とし、その合計タイムを元に

２日目の組み合わせを決定し、出漕全クルーに順位を付与します。

本大会１日目の予選については引き波を立てないよう、審判艇のレース毎の追走はしません。

他艇との接触には各クルーにて充分に注意してください。（安全のための審判艇による監視を行います）

その他、記載のない事項については、原則として日本ボート協会競漕規則に準じます。

（参照先  http://www.jara.or.jp/jara/index.html）

9 （１） 中学生・高校生については、出漕申込書に学校長または保護者の参加承認印を必要とする。

（２） 出漕数が3クルー以下の場合はメダル授与はしない。

10 使用艇 自艇とする。（大阪ボート協会にて艇の貸与はしない）

11 ブレードカラー クルーのブレードカラーは統一することを原則とするが、大会の趣旨を鑑み、競漕委員長が認めた

場合はこの限りではない。

12 ユニフォーム クルーのユニフォームは統一することを原則とするが、大会の趣旨を鑑み、競漕委員長が認めた

場合はこの限りではない。

13 バウナンバー クルーはバウナンバーを各自で準備し、使用艇の艇首に装着すること。

14 艇計量 艇計量と舵手計量は実施しない。

舵手計量

15 出漕料等 出漕料は保険料を含む。なお、申込締切後の出漕取消しの場合には返金しない。

※新型コロナウィルス感染状況悪化による開催中止の場合は返金する

16 払込先 加入者名　　　「一般社団法人大阪ボート協会」　　　

郵便振替　　　（口座記号　００９１０－１　　　　口座番号　２８２１３８）

　＊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。）

競漕方法

参加資格

第5回　西日本選手権競漕大会

大会名称

会　場

後　援

　　　　　　　　種　　　　　　目

　一般・学生
（中高生含
む）
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17 （１） 大阪ボート協会HPから申込書をダウンロードのうえ、内容を入力したエクセルファイルをメールで提出。

　　　（別途印刷したものを郵送のこと）

（２）　締め切り９月４日（金曜日） 出漕料振込期間 9月１４日(月曜日)～９月２３日(水曜日)

　　※ダブルエントリーは可能。レース間隔については可能な範囲で配慮する。

（３）　メンバー変更と棄権届は、そのクルーの第１レースの１時間前までに、

　　　競漕委員に書面にて提出すること。

　　　クルーの半数までとコックスの変更は可能。

　　　シングルスカルについては、日本ボート協会競漕規則２７条に準ずる。

　　　出漕申込の受付状況は大阪ボート協会ホームページ上で発信することがある。

18 送付先 〒541-0041 大阪市中央区北浜2-3-10 　ＶＩＰ関西センター３階 

　　　　　　　　一般社団法人大阪ボート協会 宛

19 安全面の （１）　出漕選手は競漕に耐えうる健康者であること。

留意事項 （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。

（4）　大阪コロナ対策システムのQRコードより、来場者全員登録を行うこと。

　　　 大阪コロナ対策システムについては下記より確認してください。

（5）　当日出場するレースの1時間前までに、体調チェックシートを記入のうえ提出すること。

（6）　新型コロナ感染状況により、大会中止とする場合もあります。　

（７）　新型コロナ感染拡大防止のため、さん橋でのエール禁止、大声を出しての応援も禁止とします。　

（8）　別途詳細の注意事項を事前に大阪ボート協会HPに掲載します。　

（９）　今回は新型コロナ感染の状況を踏まえ、無観客での開催とします。　

（10）　大会14日前から毎日健康状態をチェックし、別紙健康調査質問シートを記載し会場到着時に

　　　　　団体ごとまとめて提出してください。(その中の連絡先は大会後の連絡先として使用します)

　　　　　また、2日とも別紙来場者チェックシートを記載し会場到着時に団体ごとに提出してください。

20 オープン （１）　予選（第１日目）にオープン参加をする場合

参加について 　①　原則として、申し込みのあったクルー全てについてオープン参加を受け付けます。但し、競漕大会の

　　　日程により、オープン参加を受け付けられないこともあるので、オープン参加を希望するクルーは、

　　　必ず事前に当協会事務局または大会本部に、参加可否を問い合わせてください。

　②　オープン参加の受付期間は、競漕大会の出漕申込締切日の翌日より、該当するレースの

　　　１時間前までとします。

　③　正規出漕クルーと同額の出漕料が必要です。

　④　順位決定（第２日目）も出漕することができます。この場合、予選のオープン参加申し込み時に

　　　オープン参加としての順位決定への出漕意思があることを申し出てください。

　⑤　予選レースに出漕したオープン参加クルーが順位決定への出漕を希望する場合は、

　　　原則として予選タイムの最も遅いクルーよりも後の組としますが、参加クルー数により

　　　最終的には競漕委員会が決定することとします。

（２）　順位決定（第２日目）にオープン参加をする場合

　①　予選にオープン参加で出漕し、順位決定にも出漕意思がある旨を申し出たクルーは参加出来ます。

　②　順位決定（第２日目）当日の出漕申し込みは、組み合わせ上の空きレーンがある場合、

　　　または棄権クルーが発生した場合に限り、オープン参加を受け付けます。但し、Ａ決勝への出漕は

　 　　　認められません（Ｂ決勝が実施されない種目に限り、Ａ決勝へのオープン参加を認めます）。

　③　正規出漕クルーと同額の出漕料が必要です。但し、予選に出漕し、既に出漕料を支払っている

　　　場合重複して支払う必要はありません。

　④　組み合わせは、競漕委員会が決定します。

（３）　所定の出漕料の入金がない場合は、オープンレース参加を受け付けたことにはなりませんので

　　　注意してください。

出漕申込

http://www.pref.osaka.lg.jp/smart_somu/osaka_covid19/index.html
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21 個人情報 （１）　大会参加者の個人情報は大会運営の範囲内で使用します。

（２）　主催者が撮影した写真は主催者のホームページ等に掲載する場合があります。

22 宿舎案内 斡旋はしません。各自で手配ください。　
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平成３１年１月

　 一般社団法人大阪ボート協会

1 第４回　西日本選手権競漕大会

2 期　日 平成３１年　４月２０日（土曜日）　２１日(日曜日）

3 大阪府立漕艇センター（大阪府高石市高砂一丁目）　ＴＥＬ　０７２－２６８－３１００

4 主　催 一般社団法人　大阪ボート協会 http://www.oara.or.jp

5 主　管 関西学生ボート連盟 https://sites.google.com/site/ksra2010/

6 公益社団法人　日本ボート協会 https://www.jara.or.jp

7 競漕種目及び距離、出漕料

距　離 出漕料(保険料含む） 備　　　　考

男子　エイト 2,000m 30,000円 ＊借艇希望者は大阪府立漕艇センター

男子　舵手つきフォア 〃 22,000円 　　（℡072-268-3100）に問い合わせのこと。

女子　舵手つきフォア 〃 22,000円 　　ただし舵手なしペア・舵手なしクォドルプルに　

女子　舵手つきクォドルプル 〃 22,000円 　　ついては借艇無し。

　一般・学生 男子　舵手なしクォドルプル 〃 18,000円 ＊中学・高校生の出漕料は半額。

（中高生含む） 女子　舵手なしクォドルプル 〃 18,000円 ＊コックスの性別は問わない。

ダブルスカル　（男子・女子） 〃 11,000円

男子　舵手なしペア 〃 11,000円

シングルスカル　（男子・女子） 〃 7,000円

 マスターズ 男子　シングルスカル50歳以上 2,000m 7,000円 ＊借艇希望者は大阪府立漕艇センター

女子　シングルスカル30歳以上 2,000m 7,000円 　　（℡072-268-3100）に問い合わせのこと。

8 本大会１日目の予選は、午前１本、午後１本のタイムトライアル形式とし、

その合計タイムを元に２日目の組み合わせを決定し、出漕全クルーに順位を付与します。

本大会１日目の予選については審判艇のレース毎の追走はしません。

他艇との接触には各クルーにて充分に注意してください。（安全のための監視艇を配置します）

その他、記載のない事項については、原則として日本ボート協会競漕規則に準じます。

（参照先  http://www.jara.or.jp/jara/index.html)

9 （１） 中学生・高校生については、出漕申込書に学校長または保護者の参加承認印を必要とする。

（２）  出漕申込数が3クルー未満の場合は表彰は行わない。（賞状・メダルの授与なし）

10 使用艇 自艇とする。（大阪ボート協会にて艇の貸与はしない）

11 ブレードカラー 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。

12 ユニフォーム 混成クルーを含め、クルーのユニフォームは統一すること。

13 バウナンバー クルーはバウナンバーを各自で準備し、使用艇の艇首に装着すること。

14 艇計量 艇計量と舵手計量は実施しない。

舵手計量

15 出漕料等 出漕料は保険料を含む。なお、申込締切後の出漕取消しの場合には返金しない。

16 払込先 加入者名　　　「一般社団法人大阪ボート協会」　　　

郵便振替　　　（口座記号　００９１０－１　　　　口座番号　２８２１３８）

　＊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。）

第４回　西日本選手権競漕大会

大会名称

会　場

後　援

　　　　　　　　種　　　　　　目

競漕方法

参加資格
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17 （１） 大阪ボート協会HPから申込書をダウンロードのうえ、内容を入力したエクセルファイルをメールで提出。

　　　（別途印刷したものを郵送のこと）

（２）　締め切り３月２０日(水曜日）

　　※ダブルエントリーは可能。但しレース間隔については配慮しない。

（３）　メンバー変更と棄権届は、そのクルーの第１レースの１時間前までに、

　　　競漕委員に書面にて提出すること。

　　　クルーの半数までとコックスの変更は可能。

　　　シングルスカルについては、日本ボート協会競漕規則２７条に準ずる。

　　　出漕申込の受付状況は大阪ボート協会ホームページ上で発信することがある。

18 送付先 〒541-0041 大阪市中央区北浜2-3-10 　ＶＩＰ関西センター３階 

　　　　　　　　一般社団法人大阪ボート協会 宛

19 抽選 大会開始１週間前に大阪ボート協会ホームページに掲示します。

20 代表者会議 代表者会議は実施しません。注意事項は事前に大阪ボート協会ホームページに掲示します。

21 安全面の （１）　出漕選手は競漕に耐えうる健康者であること。

留意事項 （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。

22 オープン （１）　予選（第１日目）にオープン参加をする場合

参加について 　①　原則として、申し込みのあったクルー全てについてオープン参加を受け付けます。但し、競漕大会の

　　　日程により、オープン参加を受け付けられないこともあるので、オープン参加を希望するクルーは、

　　　必ず事前に当協会事務局または大会本部に、参加可否を問い合わせてください。

　②　オープン参加の受付期間は、競漕大会の出漕申込締切日の翌日より、該当するレースの

　　　１時間前までとします。

　③　正規出漕クルーと同額の出漕料が必要です。

　④　順位決定（第２日目）も出漕することができます。この場合、予選のオープン参加申し込み時に

　　　オープン参加としての順位決定への出漕意思があることを申し出てください。

　⑤　予選レースに出漕したオープン参加クルーが順位決定への出漕を希望する場合は、

　　　原則として予選タイムの最も遅いクルーよりも後の組としますが、参加クルー数により

　　　最終的には競漕委員会が決定することとします。

（２）　順位決定（第２日目）にオープン参加をする場合

　①　予選にオープン参加で出漕し、順位決定にも出漕意思がある旨を申し出たクルーは参加出来ます。

　②　順位決定（第２日目）当日の出漕申し込みは、組み合わせ上の空きレーンがある場合、

　　　または棄権クルーが発生した場合に限り、オープン参加を受け付けます。但し、Ａ決勝への出漕は

　 　　　認められません（Ｂ決勝が実施されない種目に限り、Ａ決勝へのオープン参加を認めます）。

　③　正規出漕クルーと同額の出漕料が必要です。但し、予選に出漕し、既に出漕料を支払っている

　　　場合重複して支払う必要はありません。

　④　組み合わせは、競漕委員会が決定します。

（３）　所定の出漕料の入金がない場合は、オープンレース参加を受け付けたことにはなりませんので

　　　注意してください。

23 個人情報 （１）　大会参加者の個人情報は大会運営の範囲内で使用します。

（２）　主催者が撮影した写真は主催者のホームページ等に掲載する場合があります。

24 宿舎案内 斡旋はしません。各自で手配ください。　

出漕申込


