
カヌースラローム＆ワイルドウォーター国体予選 2022要項 
 

１．名  称  第７７回国民体育大会カヌースラローム・ワイルドウォーター 

北海道ブロック予選会幾春別川大会 

 

兼第４６回北海道カヌースラローム選手権大会 

兼第４７回北海道カヌーワイルドウォーター選手権大会 

 

２ ．主   催  公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人北海道スポーツ協会 

 

３ ．主  管 北海道カヌー協会 

 

４ ．後  援 公益財団法人日本カヌー連盟・スポーツ庁・北海道 

              三笠市教育委員会・三笠市体育協会・三笠カヌークラブ 

 

５ ．協  賛 日本自転車振興会 

 

６ ．期  日 令和４年７月１８日（月） 

 

７ ．会  場 幾春別川カヌーコース（三笠市西桂沢） 

 

８ ．種  目 ◎カヌースラローム国体北海道ブロック予選兼北海道選手権    

        （２１ゲート ２漕1採方式） 

 男子Ｋ−１、男子Ｃ－１ 

 女子Ｋ−１、女子Ｃ－１ 

 

◎カヌーワイルドウォーター国体北海道ブロック予選兼北海道選手権 

（１５００ｍ×１漕） 

  男子Ｋ−１ 

 女子Ｋ−１ 

 

９ ．競技方式  JCF 競技規則による。 

 

10 ．参加資格  令和４年度日本カヌー連盟Ａ登録会員で北海道カヌー協会会員の登録者。 

        中学３年以上 

 

11 ．参加料    1種目5000 円 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施します。 

http://ringring-keirin.jp  



12 ．申込方法  所定の申し込みフォームに必要事項を記入の上、送信する

こと。送信は７月２日（土）23時59分まで。以降の申し込

みは受け付けない 

 

13. 申込フォーム https://forms.gle/vAEGPN33yabAaeqQ8 

                            →QRコード 

 

14 ．振込先   北海道カヌー協会 

北海道銀行 早来支店 

         普通口座 ０５５３９８９ 

北海道カヌー協会 会計 茂地千晴 

（ホッカイドウカヌーキョウカイ カイケイ モヂチハル） 

        ※ 参加費のみ振り込むこと(その他は現地で) 

 

15 ．組合せ   ７月 １６日（土）北海道カヌー協会スラローム委員会にて 

 

16 ．受付・検艇 ７月 １８日（月）6：30〜8：00 本部にて開催（栗の木のロータリー近く） 

        ※ＰＦＤ・艇は、すべてJCF公認のものでなければならない 

        ※新規公認艇、更新とも当日受け付ける。 

 

17 ．監督会議  ７月 １８日（月） 8 :45〜 デモンストレーション後 本部テント前 

 

18 ．開会式   ７月 １８日（月） 8：00より、本部テント前 

 

19 ．閉会式   ７月 １８日（月） 14：00〜、本部テント前 

 

20 ．表 彰   各種目 １位から３位まで賞状を授与する。 

 

21 ．日 程  ７月 １７日（日） 

            14：00〜  コースクローズ（翌日の国体予選まで） 

会場設営・準備 

        ７月 １８日（月） 

            6: 30〜  受付・検艇 

                      8：00〜  開会式 

スラローム（２１ゲート）  

            8：30〜  デモンストレーション 

            8 :45〜  監督会議 

            9 :30〜   スラローム競技1本目 

            10 :30〜   スラローム競技2本目 

ワイルドウォーター（１５００ｍ） 

            11 :15〜  ノンストップトレーニング 

             12 :00～    ワイルドウォーター競技 

             

15 :00～  表彰式・閉会式 

 

           ※時刻は目安。変更されることがある 

 

22 ．問合せ   本大会に関する問い合わせは、下記へすること。 

         〒068-0804 北海道岩見沢市南町4条1丁目３－３ 

         北海道カヌー協会スラローム委員会副委員長  佐藤 祈 まで 

          携帯電話 090-4870-9643    e-mail:st.inori@gmail.com 



   

23 ．その他  （１）国体予選参加者の競技成績を国体本選北海道代表の選考基準とする。 

       （２）国体代表選手の選考は、北海道選手権兼国体予選会成績及びスポーツマンシップ

により、スラローム委員会が選考し、理事会が決定する。 

（３）新型コロナウイルスの感染状況などの理由により国体予選を延期することがある。 

（４）国体予選を開催できなかった場合、スラローム委員会が参加者の今までの成績を 

もとに書類選考することがある。 

（５）競技中の事故は、事故の原因の如何を問わず、当該競技者の責任とし事故につい

ての補償も当該競技者が負うものとする。主催者は傷害保険、応急処置以上の責

任は負わない。 

       （６）保険証を各自必ず持参すること。 

       （７）昼食は参加者が用意すること。 

       （８）発艇時間に遅れた者は失格とする。 

        （９）コースクローズ後、翌日のレース開始まで、選手がコース内を漕ぐのを禁止する。 

       （１０）当日撮影した写真を北海道カヌー協会のHPで公開することを了承願います。 

 

 

※ 検定料細則 

  新規公認料  K-1 ,C-1  \5,500- 

                更新料(3年間)     \3,300- 

                新規公認料 PFD       \1,100- 

                 点検料           \200-   

                                                                      （税込み） 



大 会 要 項 

 

１．名  称  第２６回北海道ジュニアカヌースプリント選手権大会 

         兼第４３回北海道カヌースプリント選手権大会 

        兼第７７回国民体育大会カヌー競技北海道ブロック予選大会 

        兼第８回北海道パラカヌースプリント選手権大会 

 

２．主  催  公益財団法人日本スポーツ協会 公益財団法人北海道スポーツ協会 

 

３．主  管  北海道カヌー協会（スプリント委員会） 

 

４．後  援  スポーツ庁 北海道 公益社団法人日本カヌー連盟  

 

５．期  日  令和４年 ７月 ２４日（日） 

 

６．会  場  苫小牧市 白鳥湖漕艇場コース 

 

７．種  目  成年の部 

         ①男子 ５００ｍ  Ｋ－１、Ｃ－１ 

         ②女子 ５００ｍ  Ｋ－１、Ｃ－１（中学３年以上） 

        少年の部（中学３年～高校３年） 

         ③男子 ５００ｍ  Ｋ－１、Ｋ－２、Ｋ－４、Ｃ－１、Ｃ－２ 

         ④女子 ５００ｍ  Ｋ－１、Ｋ－２、Ｋ－４ 

        中学１・２年の部  

         ⑤男子５００ｍ ＳＰ Ｋ－１（ＪＫ－１含む）、Ｃ－１ 

         ⑥女子５００ｍ ＳＰ Ｋ－１（ＪＫ－１含む） 

         ⑦２００ｍ ＯＰ（男女の別なし、Ｋ－１・ＪＫ－１及びワイルド艇不可） 

        小学５・６年の部（男女の別なし）   

         ⑧２００ｍ ＳＰ Ｋ－１（ＪＫ－１含む） 

         ⑨２００ｍ ＯＰ（Ｋ－１・ＪＫ－１及びワイルド艇不可） 

        小学１～４年の部（男女の別なし） 

         ⑩１００ｍ ＯＰ（Ｋ－１・ＪＫ－１及びワイルド艇不可） 

        パラカヌーの部（男女の別なし） 

         ⑪成  年 ２００ｍ ＯＰ（艇種オープン） 

         ⑫少年以下 １００ｍ ＯＰ（艇種オープン） 

※各種目参加艇が３艇に満たない時はオープン種目とし、記録会とする。国体ブロッ

ク予選種目は選考レースとする。但し、参加料は徴収する。 



８．競技方法  令和４年度公益社団法人日本カヌー連盟競技規則に準ずる。 

        ※高校生以下は浮力 7kg 以上のライフジャケットを着用とする 

９．参加資格  令和４年度公益社団法人日本カヌー連盟及び北海道カヌー協会登録者とする。 

        但し、成年選手でふるさと選手枠での出場を希望する者は例外を認める。 

         

１０．参加料  成   年   一人￥５，０００ 

        小５年～高３年 一人￥３，０００ 

        小１年～小４年 一人￥２，０００ 

        パラ成年    一人￥３，０００ 

        パラ少年    一人￥１，０００ 

        ※参加料は申し込み締め切り日までに指定口座に振り込むこと 

１１．検  艇  令和４年 ７月 ２４日（日）１２：３０～  白鳥湖畔 

 

１２．開 会 式  令和４年 ７月 ２４日（日）１３：００～  白鳥湖畔 

 

１３．競技開始  令和４年 ７月 ２４日（日）１３：３０～ 

 

１４．閉 会 式  令和４年 ７月 ２４日（日）１６：００～予定 

 

１５．選考方法  後日理事会を開催し、クラブまたは本人宛通知する。 

 

１６．大会日程 

8：30      13：00  13：30           15：30      16：00 

監督会議 

   競技準備 

 

開会式 

 

 

競技開始 

  ５～１０分間隔 

 

 

後片付け 

閉会式準備 

 

閉会式 

１７．監督会議  ８：３０より白鳥湖畔にて行う。 

 

１８．表  彰  各種目３位までに賞状、４位以下は記録賞を授与する。 

          

１９．付  則  大会期間中の事故については、応急処置は行うがその限度を超えたものに 

         ついては当該競技者が負うものとする。 

         参加状況、コースコンディションにより日程を変更する場合がある。 

２０．申込方法  所定の申込用紙に必要事項を記入の上、各クラブごとに取りまとめて、 

         ７月１５日（金）までに下記に郵送または電子メールにて送付すること。 

         ただし、期日を過ぎたものについては受け付けないものとする。 

 



送付先 〒０５９－０９０１ 白老郡白老町社台１１８－６ 

        安平の森カヌークラブ事務局 山谷 歩積 

        メールアドレス：abirayamaya@yahoo.co.jp(北海道カヌー協会事務局内) 

    

送金先  北海道銀行 早来支店 普通預金 

        口座番号 ０５５３９８９ 

        口 座 名 北海道カヌー協会 会計 茂地 千晴（モヂ チハル） 

 

２０．組み合せ 令和４年７月１９日（火）スプリント委員長責任のもとで行う。 

 

２１．宿  泊 宿泊の斡旋はしないので各自手配すること。 

 

２２．問い合せ 本大会に関する問い合せ先 

         安平の森カヌークラブ 山谷歩積 TEL：０８０－３２３７－６７０４ 

 

２３．そ の 他 （１）新型コロナウィルス感染予防対策については、日本カヌー連盟が策定した 

ガイドライン及び北海道が定めた『新北海道スタイルの実践』に基づき主

催者および参加者の双方において感染予防の対策をとるものとする。 

        （２）本大会に参加する全ての選手・監督・競技役員は、当日起床時の体温を計

測し日本カヌー連盟作成の『健康チェックシート』を記入の上大会本部に

提出すること。また、保護者・観覧者は当日本部にて検温の実施及び連絡

先の記入をすること。 

        （３）本大会に来会した選手・監督・引率者・競技役員・保護者・観覧者は、大

会開始～大会終了後２週間以内に新型コロナウィルスの感染が発覚した場

合には、必ず所属クラブを通じて北海道カヌー協会事務局へ感染報告書を

提出すること。また、感染者が発生した場合には北海道カヌー協会より参

加各クラブへ通知を行う。 

（４）競技中の事故については、応急処置の範囲内で処置する。  

        （５）式典はジャージ・シューズを必ず着用すること。 

        （６）使用艇は原則として自艇とする。 

          ※借艇希望の場合は申込書の余白部分に記載するか、メールにて申し 

           込みの際はその旨を記載してください。 

           但し、借艇する数が多い場合はご希望に添えない場合もありますの 

           でご了承ください。 

        （７）雨天決行とする。但し雷等気象条件の急変により中断もあり得る。 

        （８）大会参加者は必ずスポーツ傷害保険に加入していること。 

        （９）大会当日の弁当や水分は各自用意すること。 

        （１０）時間はすべて予定時間であり天候状況等により変更することがある。 



           また、新型コロナウィルスの感染拡大状況により本大会の中止もあり得

る。 

        （１１）休日当番病院 

           苫小牧市夜間・休日急病センター 

           苫小牧市旭町２丁目９－２（白鳥湖より 15km、所要時間約 30 分） 

           電話番号：０１４４－３２－００９９ 

 

 

 

                                 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施します。 

http://ringring-keirin.jp 


