
About Party 
 

「Description」  
 

 
 
パドルスポーツを取り巻く事業をメインとしたタックカヌーワークス創業５周

年を記念し、国体開催やオリンピアンを輩出したパドリングの聖地である水域

を活用し大自然が生む静寂の中で、パドルスポーツを通して自分と向き合う時

間を仲間と共有し、カテゴリー関係なく交流を図り、エンジョイパドリングは

もちろんのこと、世界と戦う日本人トップパドラーへの架け橋となれるような

レースイベントを目指しています。そこから生まれる縦横の繋がりを形成し日

本パドル界の発展の足がかりとなれればと思います。	 

	 

 
 
 
 
 
 
 



「Overview」  
 
＊名称	 	 ：	 TACK C.W 5th Anniversary Paddling Party 

	 	 	 	 	 （タックカヌーワークス 5周年記念パドリングパーティー） 

＊内容	 	 ：	 各種各々の部門分かれてのレース 

＊開催日	 ：	 2017年 11月 11日（土） 

＊開催地	 ：	 静岡県榛原郡川根本町犬間	 長島ダム接岨湖 

＊主催	 	 ：	 TACK Canoe Works  

＊協力  	 ：	 静岡県カヌー協会、静岡県立川根高校カヌー部（OB会）、川根

地区カヌー競技振興会、川根本町役場教育委員会 社会教育課(本川根 B&G海洋

センター)、川根本町カヌー普及協議会 

＊種目	 	 ：	 A/エリートコース(8.5 km)・B/ショートコース（5.5km） 

            	 ①Sprint Canoe ②Wild Water ③Surf Ski ④Out Rigger 	 	 	 	 	 	 	  

	 	 	 	     	 ⑤Sea Kayak ⑥Fan Kayak ⑦Para Canoe ⑧Paddleboard 

            	 ⑨SUP(12.6ft ハード orインフレータブル) ⑩Slalom 

※シングルのみで A or Bのいずれかで①〜⑨を選択	 ⑩は別競技 

※競技使用道具のレンタルは一切なし 

＊参加資格：	 パドリング経験のある中学生以上の男女で誓約書に同意いただ

ける方（未成年は保護者の承諾が必要） 

＊参加費	 ：	 5000円（1人一種目に限る、保険料含、体験会無料） 

＊申込期限：	 2017年 10月 31日(火)まで 

＊申込方法：	 エントリー用紙記入の上 現金書留にて郵送 

＊郵送先	 ：	 〒428-0416 静岡県榛原郡川根本町田代 295  

             	 TACK Canoe Works 大村真澄	 宛 

＊表彰	 	 ：	 各部門男女別	 一位〜三位 
 

 

 

 



「Race」  
 
＊スケジュール  
※状況に応じて変更の可能性あり 
	 ７：４５〜	 	 受付開始 

	 ８：３０〜	 	 レジストレーション 
	 ９：００〜	 	 開会式 
１０：００〜	 	 競技開始	 ⑴	 A・B	 ①②③④ 

１０：０５	 	 	 	 	 	 	 	 ⑵	 A・B	 ⑤⑥⑦ 
１０：１０	 	 	 	 	 	 	 	 ⑶	 A・B	 ⑧⑨ 
１０：１５	 	 	 	 	 	 	 	 ⑩Slalom	 トーナメントレース 

１２：３０〜	 	 各体験会（SprintCanoe,Eボート,Fan Kayak,ドラゴン SUP） 
１４：００〜	 	 Eボートトーナメントレース 
１５：００〜	 	 表彰式・閉会式 

 

＊	 競技規則 

Ⅰ①〜⑨部門 

⑴スタートは指定されたカテゴリーの時間に設定されたスタートブイの延長線上に横

一列に並び「Ready Go」の合図でスタート 

⑵フライング規則は特に設けないがスポーツマンシップに各自が基づくこと 

⑶直線コースではないため水域上何カ所にブイを設置するがブイの進行方向右側を通

過する事 

⑷B ショートコースの折り返しは橋脚を旋回するため混戦による無謀な旋回は禁止と

する。それぞれがお互いを意識して旋回する事。 

⑸ショートコースもエリートコースも折り返しは右から左への反時計回りで旋回する。 

⑹水上関係者から指示がなされた場合は速やかに従う 

⑺制限時間はスタート時間から 2時間とする。 

Ⅱ⑩部門 

⑴エントリー数により 2~3 艇によるブイターンテクニカルレースを本部テント前水域

にて総当たりもしくはトーナメント方式で実施する 



＊	 開催規則・規約  

Ⅰ規則の厳守と責任  

⑴競技者は本レース規則、主催者運営委員の発する案内、指示および注意・警告・命令

を厳守しなければならない。 

⑵競技者は自己の責任において体調を維持し安全管理を怠らず競技を遂行しなければ

ならない。 

⑶競技者はパドラーとしてフェアプレイの精神を持って行動し危険行為や運営に支障

が起こるような言動や行動は慎む。 

Ⅱ安全管理  

⑴安全装備は万全の状態でレースに出場すること 

PFD（救命器具）は必ず着用し（ベルト式可）、高校生以下はジャケット式着用を必須

とし、SUPはリーシュコードも着用する。ハイドレーションも必要に応じて準備する。 

⑵季節柄、水域水温が低くなっている可能性が高いためレースウエアは自己責任で準備

を怠らないこと（ウェットスーツ、ブーツ等）。天候に応じて陸での衣準備も怠らない。 

⑶出帰場所はコケ等で滑りやすくなっている事と、アスファルトの為怪我には注意する。 

Ⅲ大会・競技中止  

⑴競技中不具合や体調で棄権する者は近くの関係者に速やかにその旨を知らせる事。 

⑵運営関係者から競技の中止を名知られた競技者は速やかに指示に従う事。 

⑶競技中に中止が決定された場合は関係者により通知されるので速やかに指示に従う

事。 

⑸レース主催者が天候悪化や事故、自然災害等により大会の安全が確保できないと判断

した場合は競技開始以前、競技中においても安全第一を優先し中止を決定する。中止が

余儀なくされた場合参加費の参加費の返金はできないものとする。 

Ⅳその他注意事項  

⑴開催地の立地条件により携帯電波が入らない場合がある。 

Ⅴ競技者として  

・着順がつきタイムを競うレースではあるが無事故で終えられるよう各々

が自覚し、パドリングできる事に感謝し全力で楽しむ事 



「誓約事項」  
 

TACK C.W 5th Anniversary Paddling Partyへの参加承認された場合、下記

事項を熟読し、承諾したものとみなします。 

 

１.	 私（参加者）は大会主催者が設けた実施要項及び全ての規則、規約に同

意する事を誓います。 
２.私は健康に留意し、心疾患等なく万全な体調で、十分な準備をしたうえ

で、本レースに参加します。また、自分の体調確認を必ず行い、体調不

良の場合は参加を中止するか、慎重にレースに参加します。	 

３.私は開催中に負傷したり事故に遭遇したり、または発病した場合には、

応急処置を受けることに異議はなく、私に対する補償は大会主催者が加

入した保険の範囲内であることを承諾します。	 

４.私は開催中にいかなる理由があっても負傷または死亡事故が発生した場

合、また私個人の所有品及び用具の不確定要素の理由での破損に対し、

大会関係者に対する責任を一切問わず、訴訟等は起こさない事を誓いま

す。	 

５.	 大開催中の私の映像、写真、記事、記録などの掲載権は大会主催者に属
することを承諾します。またテレビ、新聞、雑誌、インターネット、次

回大会のポスター、パンフレットなどに使用されることも承諾します。 

６.家族・親族・保護者（参加者が未成年の場合）は本パーティへの参加を

承諾している事を誓います。	 

７.私は開催地奥大井周辺の自然環境の保護に努め、大自然でパドリングで

きることに感謝し全力でパドリングを楽しむ事を誓います。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



「誓約書・エントリー用紙」	 

	 

要項、規則また全ての誓約事項に同意し参加を申し込みます。	 

	 

カナ	 

氏名	 

	 

男	 ・	 女	 

参加者が未成年の場合	 保護者氏名	 

カナ	 

氏名	 

	 

続柄	 

生年月日（西暦）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 年	 	 	 月	 	 	 日	 	 	 	 才	 

住所：〒	 

携帯番号：	 他連絡がつく番号：	 

E-mail アドレス（PC）	 

	 

	 

※レース開催判断や、変更事項、必要事項等一斉送信する場合があります	 

緊急連絡先氏名：	 携帯番号：	 続柄：	 

出場種目（AorB／①〜⑩で記載）：	 	 	 	 	 	 	 	 ／	 

*当日使用機材	 

(メーカー、仕様、長さ、幅、形状等々なるべく詳しく)	 

*これまでの成績やパドリング経験歴	 

(普段のパドリング場所や、回数、時間など)	 



	 


