
 ◆壮年男子ナックルフォア【３０～４４歳】計 ４ｸﾙｰ  ◆青年女子舵手付クオドルプル【１８～２９歳】計２１ｸﾙｰ  ◆少年男子シングルスカル【１３～１７歳】計 １ｸﾙｰ ※２種目同時スタート
決 勝 １,０００m 決 勝 １,０００m  ◆青年男子シングルスカル【１８～２９歳】計 ３ｸﾙｰ
（１2） 中部電力漕友会 （愛知） ③ （３） 瀬田漕艇クラブ （滋賀） ④ 決 勝 １,０００m
１１：００ 浜松ボートクラブ （静岡） ④ ８：５０ 小松ＲＣ （石川） ⑤ （５） 【少年男子】瀬田漕艇クラブ＜石澤＞ （滋賀） ③

瀬田漕艇クラブ （滋賀） ⑤ ９：３０ 【青年男子】瀬田漕艇クラブＣ＜能口＞ （滋賀） ④
小松ＲＣ （石川） ⑥ 【青年男子】瀬田漕艇クラブＡ＜大谷＞ （滋賀） ⑤

 ◆青年男子舵手付クオドルプル【１８～２９歳】計 ３ｸﾙｰ 【青年男子】瀬田漕艇クラブＢ＜駒村＞ （滋賀） ⑥
決 勝 １,０００m

 ◆熟年男子ナックルフォア【４５～５９歳】計 ４ｸﾙｰ （１５） 小松ＲＣ・Ｂ （石川） ③
決 勝 １,０００m １１：５０ 小松ＲＣ・Ａ （石川） ④  ◆青年女子シングルスカル【１８～２９歳】計 ２ｸﾙｰ ※２種目同時スタート
（１） 瀬田漕艇クラブ （滋賀） ③ 瀬田漕艇クラブ （滋賀） ⑤  ◆壮年男子シングルスカル【３０～４４歳】計 ３ｸﾙｰ
８：３０ パルテＡ （東京） ④ 決 勝 １,０００m

中部電力漕友会 （愛知） ⑤ （９） 【青年女子】中部電力漕友会＜新谷＞ （愛知） ②
パルテＢ （東京） ⑥  ◆若年男子ダブルスカル【～１２歳】計 １ｸﾙｰ ※３種目同時スタート １０：３０ 【青年女子】瀬田漕艇クラブ＜黄瀬＞ （滋賀） ③

 ◆少年男子ダブルスカル【１３～１７歳】計 ３ｸﾙｰ 【壮年男子】キラー・ホエールＲＣ＜但野＞（埼玉） ④
 ◆青年男子ダブルスカル【１８～２９歳】計 １ｸﾙｰ 【壮年男子】小松ＲＣ＜中山＞ （石川） ⑤

 ◆熟年女子ナックルフォア【４５～５９歳】計 １ｸﾙｰ ※２種目同時スタート 決 勝 １,０００m 【壮年男子】中部電力漕友会＜兼松＞ （愛知） ⑥
 ◆マスターズ男子ナックルフォア【６０歳～】計 ３ｸﾙｰ （８） 【若年男子】小松ＲＣ （石川） ②
決 勝 １,０００m １０：００ 【少年男子】小松ＲＣ・Ｂ （石川） ③
（１６） 【熟年女子】中部電力漕友会 （愛知） ③ 【少年男子】瀬田漕艇クラブ （滋賀） ④  ◆壮年女子シングルスカル【３０～４４歳】計 ２ｸﾙｰ ※２種目同時スタート
１２：００ 【ﾏｽﾀｰｽﾞ男子】中部電力漕友会Ａ （愛知） ④ 【少年男子】小松ＲＣ・Ａ （石川） ⑤  ◆マスターズ男子シングルスカル【６０歳～】計 ２ｸﾙｰ

【ﾏｽﾀｰｽﾞ男子】CA商友漕艇クラブ （愛知） ⑤ 【青年男子】瀬田漕艇クラブ （滋賀） ⑥ 決 勝 １,０００m
【ﾏｽﾀｰｽﾞ男子】中部電力漕友会Ｂ （愛知） ⑥ （７） 【壮年女子】小松ＲＣ＜中村＞ （石川） ③

９：５０ 【壮年女子】パルテ＜高木＞ （東京） ④
 ◆青年女子ダブルスカル【１８～２９歳】計 ３ｸﾙｰ ※２種目同時スタート 【マスターズ男子】瀬田漕艇クラブ＜古川＞（滋賀） ⑤

 ◆青年男子舵手付フォア【１８～２９歳】計 １ｸﾙｰ ※２種目同時スタート  ◆壮年女子ダブルスカル【３０～４４歳】計 ２ｸﾙｰ 【マスターズ男子】大同錦艇会＜岩佐＞ （愛知） ⑥
 ◆壮年男子舵手付フォア【３０～４４歳】計 ４ｸﾙｰ 決 勝 １,０００m
決 勝 １,０００m （１１） 【青年女子】瀬田漕艇クラブＢ （滋賀） ②
（４） 【青年男子】瀬田漕艇クラブ （滋賀） ② １０：５０ 【青年女子】中部電力漕友会 （愛知） ③  ◆熟年男子シングルスカル【４５～５９歳】計 ６ｸﾙｰ
９：００ 【壮年男子】キラー・ホエールＲＣ （埼玉） ③ 【青年女子】瀬田漕艇クラブＡ （滋賀） ④ 決 勝 １,０００m

【壮年男子】パルテ （東京） ④ 【壮年女子】パルテ （東京） ⑤ （１０） パルテE＜寺田＞ （東京） ①
【壮年男子】瀬田漕艇クラブ （滋賀） ⑤ 【壮年女子】中部電力漕友会 （愛知） ⑥ １０：４０ パルテＢ＜熊谷＞ （東京） ②
【壮年男子】中部電力漕友会 （愛知） ⑥ 中部電力漕友会＜古川＞ （愛知） ③

パルテＤ＜間＞ （東京） ④
 ◆壮年男子ダブルスカル【３０～４４歳】計 ４ｸﾙｰ パルテＡ＜田中＞ （東京） ⑤

 ◆青年女子舵手付フォア【１８～２９歳】計 ２ｸﾙｰ 決 勝 １,０００m パルテＣ＜能村＞ （東京） ⑥
決 勝 １,０００m （１７） 瀬田漕艇クラブ （滋賀） ③
（６） 瀬田漕艇クラブ （滋賀） ④ １２：２０ 小松ＲＣ （石川） ④
９：４０ 中部電力漕友会 （愛知） ⑤ 中部電力漕友会 （愛知） ⑤

パルテ （東京） ⑥

 ◆壮年女子舵手付フォア【３０～４４歳】計 １ｸﾙｰ ※２種目同時スタート
 ◆熟年男子舵手付フォア【４５～５９歳】計 ２ｸﾙｰ  ◆熟年男子ダブルスカル【４５～５９歳】計 ４ｸﾙｰ
決 勝 １,０００m 決 勝 １,０００m
（１８） 【壮年女子】中部電力漕友会 （愛知） ③ （１３） パルテＣ （東京） ③
１２：３０ 【熟年男子】パルテＡ （東京） ④ １１：１０ パルテＡ （東京） ④

【熟年男子】パルテＢ （東京） ⑤ 瀬田漕艇クラブ （滋賀） ⑤
パルテＢ （東京） ⑥

 ◆少年男子舵手付クオドルプル【１３～１７歳】計 ３ｸﾙｰ ※２種目同時スタート
 ◆少年女子舵手付クオドルプル【１３～１７歳】計 １ｸﾙｰ  ◆マスターズ男子ダブルスカル【６０歳～】計 ２ｸﾙｰ
 ◆決 勝 １,０００m 決 勝 １,０００m
（１４） 【少年男子】小松ＲＣ・Ａ （石川） ③ （２） 中部電力漕友会 （愛知） ④
１１：４０ 【少年男子】瀬田漕艇クラブ （滋賀） ④ ８：４０ ＣＡ商友漕艇クラブ （愛知） ⑤

【少年男子】小松ＲＣ・Ｂ （石川） ⑤
【少年女子】小松ＲＣ （石川） ⑥

第６回クラブ選手権組合せ・発艇時刻＜ ’２００６．８．２０（日）＞
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２００６年８月２０日（日）

出漕順序 発艇時間 種 目 区分 上がり 備考 競漕距離

1 ８：３０ 熟年男子ナックルフォア（４５～５９歳） 決勝 ４－１ １，０００m

2 ８：４０ マスターズ男子ダブルスカル（６０歳～） 決勝 ２－１ １，０００m

3 ８：５０ 青年女子舵手付クオドルプル（１８～２９歳） 決勝 ２－１ １，０００m

4 ９：００ 青年男子舵手付フォア（１８～２９歳） 決勝 １－１ ２種目同時スタート １，０００m

壮年男子舵手付フォア（３０～４４歳） 決勝 ４－１ １，０００m

5 ９：３０ 少年男子シングルスカル（１３～１７歳） 決勝 １－１ ２種目同時スタート １，０００m

青年男子シングルスカル（１８～２９歳） 決勝 ３－１ １，０００m

6 ９：４０ 青年女子舵手付フォア（１８～２９歳） 決勝 ２－１ １，０００m

7 ９：５０ 壮年女子シングルスカル（３０～４４歳） 決勝 ２－１ ２種目同時スタート １，０００m

マスターズ男子シングルスカル（６０歳～） 決勝 ２－１ １，０００m

8 １０：００ 若年男子ダブルスカル（～１２歳） 決勝 １－１ １，０００m

少年男子ダブルスカル（１３～１７歳） 決勝 ３－１ ３種目同時スタート １，０００m

青年男子ダブルスカル（１８～２９歳） 決勝 １－１ １，０００m

9 １０：３０ 青年女子シングルスカル（１８～２９歳） 決勝 ２－１ ２種目同時スタート １，０００m

壮年男子シングルスカル（３０～４４歳） 決勝 ３－１ １，０００m

10 １０：４０ 熟年男子シングルスカル（４５～５９歳） 決勝 ６－１ １，０００m

11 １０：５０ 青年女子ダブルスカル（１８～２９歳） 決勝 ３－１ ２種目同時スタート １，０００m

壮年女子ダブルスカル（３０～４４歳） 決勝 ２－１ １，０００m

12 １１：００ 壮年男子ナックルフォア（３０～４４歳） 決勝 ４－１ １，０００m

13 １１：１０ 熟年男子ダブルスカル（４５～５９歳） 決勝 ４－１ １，０００m

14 １１：４０ 少年男子舵手付クオドルプル（１３～１７歳） 決勝 ３ー１ ２種目同時スタート １，０００m

少年女子舵手付クオドルプル（１３～１７歳） 決勝 １－１ １，０００m

15 １１：５０ 青年男子舵手付クオドルプル（１８～２９歳） 決勝 ３－１ １，０００m

16 １２：００ 熟年女子ナックルフォア（４５～５９歳） 決勝 １－１ ２種目同時スタート １，０００m

マスターズ男子ナックルフォア（６０歳～） 決勝 ３－１ １，０００m

17 １２：２０ 壮年男子ダブルスカル（３０～４４歳） 決勝 ４－１ １，０００m

18 １２：３０ 壮年女子舵手付フォア（３０～４４歳） 決勝 １－１ ２種目同時スタート １，０００m

熟年男子舵手付フォア（４５～５９歳） 決勝 ２－１ １，０００m

第６回クラブ選手権発艇時刻表



第6回全国ボートクラブ選手権
出漕クルー各位 殿 ゜200６年８月11日

全国ボートクラブ連盟

（愛知県ボート協会）

第６回 全国ボートクラブ選手権 組合せ結果等 通知

見出しの件 組合せ抽選会を行い、その結果は別紙の通りとなりましたので連絡します。

【艇等運搬の注意事項】

艇・オール等 運搬を業者へ依頼される、また持参する場合
愛知池漕艇場監視棟 ８月１９日（土）午後以降の着としてください。

・艇運搬のトラック、トレーラーは 指定した場所でお願いします。
艇等 降ろし場所については 大会役員が置場を指示します。 
８月１９日（土）９時～18時まで入出門可能。
８月２０日（日）7時～１７時まで入出門可能とします。
 （時間外は 大会本部  初田 <電話は下記> にかけ、 呼び出してください）

・会場への艇及び持込テント等の搬入とその置場については、ボートクラブ連盟の係員
の指示に従ってください。 大会本部におります。

・艇、オールなどは風で飛ばされないようにゴムひも等で固定してください。（自主管理）

・コンクリートブロックを貸し出しますが数に限りがありますので出来るだけ持参ください。

・貴重品、用具などは各自で管理ください。

【忘れず持参ください】
・レーンプレート （KF分は貸し出します）
・漕手各自の救命具

【駐車場】
・トラック、トレーラー の待機は指定した駐車場（愛知県教育センター）に駐車ください。
・乗用車/マイクロバスについても指定駐車場に駐車ください。
※近くの民家横・公道・コンビニなどには絶対に駐車しないようにお願い致します。

【開会式及び監督主将（代表者）会議】
・8月19日（土）16時から 大会本部・監視棟2階で開催します。
 出漕団体代表者は出席をお願いします。

【プログラムの配布】
・８月１９日（土） 13時以降 大会本部にて配布します。

問合せ先
・愛知県ボート協会 初田まで問い合わせください。TEL ０９０－１４１２－１９１１
  （借艇については愛知県ボート協会輸送担当 宮崎直樹 ℡０９０－８６７３－０２９４）



 

レースに当たっての審判上の注意について  
 

 

●この大会は日本ボート協会の競漕規則準じてレースを運営しますが、以下の事項によく注意してレー

スに臨んで下さい。 
 

１．健康について 

レース終了後に気持ちが悪くなる選手がときおり見受けられますが、各選手は自分の健康には十分注意

を払い、途中で気分が悪くなったら必ず最寄りの役員・審判員に申し出て下さい。 
 

２．事故防止について 

レース前の練習時に他艇と衝突事故を起こし、レースに出漕できないクルーが時々見られます。スター

ト地点へ回漕及び練習水域で練習する際には、航行ルールを守って絶対に事故を起こさないよう注意して

下さい。 
 

３．棄権について 

棄権するクルーは当該クルーの発艇定刻の 1時間前までに、棄権する旨を届けて下さい。無届けで棄権

した場合、所属団体等に対し、適切な処置を行う場合があります。 
 

４．救命具について 

競漕規則で定めた＊必要な安全具は必ず携帯してください。 

＊；全ての競漕艇は、漕手・舵手の最も近い位置に、予備１個を含め個人用の救命具を常備しなければ

ならない（１×の予備は不要）。 
 

５．舵手の体重及び軽量時間について 

高校生以上のシェル艇の舵手の体重は、ユニフォーム（工具類を持たず通常のレースに出る服装）を含

め５５kg（女子は５０kg）以上です。これに満たないものは最大限１０kgのデッドウェイトを舵手のそば

に置かなければなりません。 

計量は、レースのある日は必ず１回、最初に出漕するレースの２時間前から１時間前までに行います。

指定場所で計量を済ませてから出艇してください。舵手の計量を実施しないで出漕した場合、除外となり

ます。(複数の種目に出漕の場合は、それぞれの種目毎に計量が必要です) 

尚、計量時間内（最初に出漕するレースの２時間前から１時間前）の測定は、1回限りとします。 
 

６．発艇について 

この大会のレース間隔は、１０分間隔です。出漕クルーは発艇員の指示に従い、所定の発艇位置（ステ

イクボート）に着けてください。発艇員の指示があるまでは、コース内へ侵入しないで下さい〔発艇員の

見える位置、声の届く位置（５０～１００ｍの１レーンの直ぐ外側）で待機下さい〕。 

昨年の競漕規則改定により、到着申告は不要です。救命具の確認は、適宜、監視、発艇、主審にて行な

いますので、指示に従ってください。 

遅延したクルーがある場合は、待つことなく発艇をしますので注意ください。必ず発艇定刻２分前には

所定の発艇位置（発艇できる体制）につけて下さい。 

尚、レースが遅れている場合は挽回に努めます。レースの入れ替えも行う場合もありますので、各クル

ーは勝手に判断せずに必ず５分前には発艇位置付近に集合して下さい。 

また、風等により発艇位置に着けることの出来ないクルーが有ります。状況によっては除外とする場合

がありますのでコックスはよく勉強をしてスムーズに着けられるようにしてください。特に横風が強い場

合は艇首を風上に振りながら速やかにスタート位置に着けてください。 



７．複数クルーの出漕 

同一レースに同一団体から複数のクルーが出漕した場合、その中の一つが悪意で他艇を妨害あるいは接

触したとみなされた場合、他のクルーも除外となることがあるので注意して下さい。 
 

８．回漕中 

回漕中のクルーはレースが来た時、必ず１００m 以上手前でレースの通過を待って下さい。これに違反

して審判から注意を受けた場合、フライング１回で除外となります。 
 

９．発艇号令 

発艇は、「ツーミニッツ」を知らせ、各クルーをコール後、「アテンション」の予令を発し、赤旗を揚

げ、「ゴー」の発艇号令を発すると同時に赤旗を振り下ろす合図にて発艇して下さい。 

今まで、発艇準備が整わない等の場合、舵手又は、漕手が手を揚げて発艇猶予を求めることが出来まし

たが、昨年の競漕規則改定以降、ひとたびロールコールが始まったら、各クルーは艇の方向を定めなけれ

ばなりません。よって、クルーよりの発艇猶予の要求には応じることが出来なくなり、発艇員が支障なし

と判断した場合は発艇号令をかける場合があります。 

各艇は、発艇２分前の号令（ツーミニッツ）がかかった時点でいつでも発艇できるよう準備しておくこ

とが義務付けられます。発艇号令にも拘らず発艇しなかったクルーは競漕権を放棄したものと見なします

（失格となります）。 
 

10．スタート直後の故障について 

スタートしてから１００m 迄の間に起こった故障については、考慮しますので漕手または舵手が明確に

手をあげて主審に知らせて下さい。この場合、直ちにレースを中止しますが“シートを外した”“切り込

んだ”等の理由でレースを中止するに到った場合、当該クルーは除外とします。 
 

11.レース中の注意 

レース中に極端に遅れたクルーを主審艇が追い越す場合があります。この場合追い越されたクルーは波

をかぶることになりますが、自分の遅れたせいでもありますので辛抱して下さい。 
 

12．レース終了後 

決勝線を通過したクルーは、主審艇が旗を揚げるまでゴール付近で待機して下さい。又、レースに対す

る異議がある場合は主審が白旗を挙げる前に主審に申し出て下さい。上陸後の異議は認めませんので注意

してください。尚、異議を申し立てても全て認めるものではありません（後方を追従していた主審が航跡

などを確認して判断します）。 

主審艇より白旗が揚がった場合、レースは成立したので、そのまま上陸してもかまいませんが、もし赤

旗が揚がった場合、何らかの疑義があることを示すもので、主審より指示があるまで、その場にとどまっ

て主審の指示を待って下さい。 
 

13．その他 

①レーンプレートを必ず艇首に取り付けてください。付けていないクルーに対しては、適切な処置を行う

場合があります。 

②服装について、クルーは出漕に際し統一したユニフォームを用い、不揃い不体裁な服装をしないで下さ

い。サングラスの不体裁なものは禁止します。 



初田様 

下記、③ ④は競漕委員会、総務扱いですので、必要により追加下さい。 

 

③当コースでの自転車等による伴走は棄権ですので自転車等での伴走を絶対にしないで下さい。（伴走で

注意を受けた場合、競漕委員会は当該団体に対し、適切な処置を行う場合があります） 

④愛知池の水は、上水道にも利用しています。ごみ、タバコ等のポイ捨てはご遠慮願います。必ずごみは

お持ち帰りいただくようお願い致します。 

 



表彰式会場

倉庫

選手持ち込みテント
艇置場

   第６回 全国ボートクラブ選手権大会  会場案内

愛知県総合教育ｾﾝﾀｰ

２０日 駐車場

艇 置 場

艇置場・１９日駐車場

選手控テント

競漕委員会
監督主将会議

監視棟２F

トイレ

記録掲示板

資   材   棚

女子更衣室

中間テント

石碑
トイレ

一般Ｐ

信号

出入り口

救護、配艇

男子更衣室

受付、プログラム
監視棟２F

トラック
待機場

駐禁

大型トラック
進入・退出

呈茶・弁当

トレーラ・
牽引車置場

駐車関係のお願い
・８月１９日･･･一般車両（選手・関係者・役員・応援者等）は、監視棟横の門から会場内へ入り、
 上図の 『艇置場・１９日駐車場』へ進入し、奥から順序良く駐車してください。
・８月２０日･･･一般車両（選手・関係者・役員・応援者等）は、愛知県教育センター駐車場に駐車
 してください。

・『一般Ｐ』のご利用はできるだけ避けてください（愛知池へは一般の方も多数訪れます）。
・艇輸送車両のうち、牽引車・トレーラーは、『トレーラ・牽引車置場』へ駐車してください。
・トラックなどは上図の 『待機場』で待機してください。艇降ろし・艇積みの際には、監視棟周辺の
 空地で周囲の状況を見ながら行ってください。
・会場近くの喫茶店、ｺﾝﾋﾞﾆ等への駐車は絶対にしないようお願いします。




