平成２７年度 関東高等学校カヌー選手権選抜大会要項

１ 主

催

関東カヌー協会、関東高等学校体育連盟

２ 主

管

関東高等学校体育連盟カヌー専門部、千葉県カヌー協会

３ 後

援

精進湖観光協会・富士河口湖町教育委員会

４ 期

日

平成２７年９月１９日（土）～２０日（日）

５ 会

場

ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

精進湖カヌー競技場（山梨県南都留郡富士河口湖町精進）

ﾎﾟﾛ･ｽﾗﾛｰﾑ

富士川クラフトパーク（山梨県南巨摩郡身延町下山）

６ 種

目

及び
参加種目

(1) カヌースプリント
男子５００ｍ K-１(9)、K-２(4)、K-４(4)、C-１(9)、C-２(4)、C-４(4)
女子５００ｍ K-１(9)、K-２(4)、K-４(4)
(2) カヌーポロ
男子、女子 (各都県２校)
(3) スラローム
男子、女子

７ 競技方法

(1) （公社）日本カヌー連盟競技規則による。
※検定を受けたライフジャケット（常時浮力７㎏以上）を着用する。
(2) 競技、種目別学校対抗とする。
(3) 競技における選手の時間的考慮は一切しない。

８ 参加資格

(1) 各都県高等学校体育連盟、(公社)日本カヌー連盟に登録している生徒で、各都県の
予選及び推薦によって参加資格を得た者。
(2) 年齢は平成９年４月２日以降に生まれた者とする。
ただし、出場は同一競技２回までとし、同一学年での出場は１回に限る。
(3) チーム編成において全日制課程、定時制課程、通信制課程の生徒による混成は認
めない。
(4) 統廃合の対象となる学校については、当該校を含む合同チームによる大会の参
加を認める。
(5) 転校後６ヶ月未満の者は参加を認めない。（外国人留学生もこれに準じる。）
ただし、一家転住等やむを得ない場合は、在学する学校長及び所属都県カヌー協会
長の許可があればこの限りではない。
(6) 参加する選手は、あらかじめ健康診断を受け、在学する学校長及び所属都県カヌー
協会長の承認を受けた者であること。
(7) 各都県で選出された者。

９ 使用艇

原則として自艇参加とする。借艇を希望するものについては(公社)日本カヌー連盟規格
艇を貸与する。借艇料については、スプリントシングル艇2,000円・ペア艇4,000円･
フォア8,000円とする。（競技前日は半額）

10 参加料

(1) カヌースプリント
各種目ともシングル2,000円、ペア4,000円、フォア8,000円とする。
(2) カヌーポロ
１チーム8,000円とする。
(3) カヌースラローム
選手１名につき1,000円とする。

11 申込方法

(1) 参加申込書
所定の申込用紙に必要事項を記入のうえ、下記宛に９月４日（金）必着で送付すること。
〒285-0033 千葉県佐倉市鍋山町 18
千葉県立佐倉高等学校
菅澤俊明
℡043-484-1021
FAX 043-486-0903
(2) 参加料の納付
下記の口座に９月４日（金）までに振り込むこと。
なお、振込依頼書の写しを大会参加申込書の定められた箇所に貼付すること。
銀 行 名

千葉銀行 佐倉支店

口座番号

普通 ３７４１３９９

口座名義

関東大会実行委員会 代表 菅澤 俊明
※ 振込人には必ず学校名を記入してください。

12 諸会議

抽選組合せ
監督会議
検
艇

平成２７年９月 ５日（土）１０：００～ 事務局で責任抽選を行う。
平成２７年９月１８日（金）１５：００～ マウントホテル 会議室
平成２７年９月１８日（金）１３：００～１５：００ 山梨県艇庫前
平成２７年９月１９日（土） ８：００～ ９：００ 山梨県艇庫前

13 開閉会式

平成２７年９月１９日（土） ９：００～ 精進湖カヌー競技場本部テント前
平成２７年９月２０日（日）１２：３０～ 精進湖カヌー競技場本部テント前

14 表

彰 (1) カヌースプリント
・各種目ともにそれぞれ８位まで賞状を授与する。
・団体表彰は３位まで賞状を授与する。
(2) カヌーポロ
・３位まで賞状を授与する。
(3) スラローム
・８位まで賞状を授与する。

15 宿

泊

宿泊は大会実行委員会が協定している宿舎とする。
※詳細は別紙（宿泊要項）を参照のこと。

16 問い合せ

本大会に関する問い合せ先
〒285-0033 千葉県佐倉市鍋山町 18
千葉県立佐倉高等学校 菅澤俊明
℡ 043-484-1021
FAX 043-486-0903

17 その他

(1) プログラムの無償配布は各校監督（引率責任者）に１部、男女各１部とする。
それ以外に入用な学校は、一冊500円にて頒布する。
(2) ペア、フォア、ポロに出場する場合、同一校の選手に限る。
(3) カヌーポロは、１チーム５名以上８名以内とする。
(4) 各校とも、原則として同一のユニフォームで参加するものとする。
(5) 気象条件等により、競技日程を変更することがある。
(6) 競技中の疾病・傷害などの応急措置は主催者側で行うが、その後の責任は負わない。
なお、参加者は健康保険証を持参すること。

平成２７年度 関東高等学校カヌー選手権選抜大会宿泊要項
大会期間中の宿泊については、精進湖畔にホテル、旅館及び民宿等があります。ただし、民宿に
ついては競技会場より１～２ｋｍほど離れたところにあります。
宿泊の申込について、下記の大会実行委員会が斡旋する宿舎一覧表により、直接希望宿舎へ電話
で申し込んでください。なお、宿泊地は観光地ですので、なるべく早めに申し込んでください。
※

宿舎からの計画輸送は行わないものとしますのでご了承ください。
宿泊料金
ホテル、旅館

１泊３食

７，５００円｛ 昼食７００円（内税）｝

民

１泊３食

７，０００円｛ 昼食７００円（内税）｝

宿

※

３食のうち昼食は弁当にする予定です。

※

キャンセル料
３日前～前日
当

日

３０％
午後３時以前

５０％

午後３時以降

１００％

をいただきます。
※

満室の場合は、下記へお問い合わせ下さい。
℡ ０５５５－８７－２０２５
精 進 湖 観 光 協 会（ふじみ荘）
記

宿

舎

一

覧 表

＜民 宿＞
宿舎名

室数

収容人数

電 話

宿舎名

室数

収容人数

電 話

やまか荘

１０

５０

0555-87-2317

岳心荘

１２

６０

0555-87-2327

丸 慶

１１

まるみ荘

１０

５０

0555-87-2145

翠明荘

９

４５

0555-87-2113

若葉荘

９

４５

0555-87-2237

樹海荘

９

５０

0555-87-2115 精進湖ヒュッテ

９

３５

0555-87-2016

きくみ荘

９

５０

0555-87-2405

村浜荘

９

３８

0555-87-2436

ちどり荘

９

５０

0555-87-2088

ﾍﾟﾝｼｮﾝますや

５

２０

0555-87-2351

白樺荘

１１

５０

0555-87-2043

１００ 0555-87-2326

＜ホテル，旅館＞
0555-87-2211 マウントホテル

２３

３０

0555-87-2020

ふじみ荘

１０

５０

0555-87-2025

８０

0555-87-2087

山田屋

２５

120

0555-87-2311

精進レークホテル

２５

１３０

金風荘

１０

はつかり荘 ２０

１００ 0555-87-2200

関東高等学校体育大会における個人情報
及び肖像権に関わる取り扱いについて
関東高等学校体育連盟
関東高等学校体育連盟は、大会参加申込書を通じて取得される個人情報及び肖像権の取り扱いに関して
以下のとおり対応します。
１ 参加申込書に記載された個人情報の取り扱い
（１）大会プログラムに掲載されます。
（２）競技会場内でアナウンス等により紹介されることがあります。
（３）競技会場内外の掲示板等に掲載されることがあります。
２ 競技結果（記録）等の取り扱い
（１）開催県各種目専門部の報道・記録係を通じて公開されます。
（２）認められた報道機関等により、新聞・雑誌及び関連ホームページ等で公開されることがありま
す。
（３）大会プログラム掲載の個人情報とともに、大会本部が作成する大会報告書（以下「報告書」と
いう。）に掲載されます。
（４）新記録、優勝及び上位入賞結果（記録）等は、次年度以降のプログラムに掲載されることがあ
ります。
３ 肖像権に関する取り扱い
（１）認められた報道機関等が撮影した写真が、新聞・雑誌・報告書及び関連ホームページ等で公開
されることがあります。
（２）認められた報道機関等が撮影した映像が中継または録画放映されることがあります。また、Ｄ
ＶＤ等に編集され、配布されることがあります。
（３）このほか、関東高等学校体育連盟の許可にもとづき、記念写真等が販売されることが有ります。
４ 開催県各種目専門部としての対応について
（１）取得した個人情報を上記利用目的以外に使用することはありません。
（２）参加申込書の提出により、上記取り扱いに関するご承諾をいただいたものとして、対応させて
いただきます。
（３）個人情報等の掲載または公開等に関してのご質問は、関東高等学校体育連盟事務局または大会
を開催する各都県高等学校体育連盟までご連絡下さい。

連絡先・問い合わせ先（H27年度）
関東高等学校体育連盟事務局（神奈川県）０４５－３１１－８８１７
千葉県高等学校体育連盟

０４３－２５２－１６９１

埼玉県高等学校体育連盟

０４８－８２２－６７９２

山梨県高等学校体育連盟

０５５－２８７－８８６２

茨城県高等学校体育連盟

０２９－３００－５０１２

東京都高等学校体育連盟

０３－５３２０－７４７０

栃木県高等学校体育連盟

０２８－６２２－８６６０

群馬県高等学校体育連盟

０２７－２２４－５０４６

