
 

２０２２カヌーワイルドウォータージャパンカップ第３戦 
２０２２カヌースラロームジャパンカップキョクヨーシリーズ第３戦 

開 催 要 項 
 

１ 主  催 公益社団法人日本カヌー連盟 

２ 共  催 西目屋村 青森県カヌー協会 

３ 主  管 青森県カヌー協会 西目屋村カヌー大会実行委員会 

４ 後  援 申請中 

５ 協  賛 調整中 

６ 期  日 ２０２２年６月２４日（金）～２６日（日） 

７ 会  場 青森県中津軽郡西目屋村 目屋渓谷岩木川カヌー競技場 

８ 競技種目  ワイルドウォーター競技 スプリント種目 

          MK1・WK1・MC1・WC1 

         スラローム競技 

MK1・WK1・MC1・WC1・MC2・WC2・XC2 

９ 競技方法 （１）公益社団法人日本カヌー連盟競技規則に準ずる。 

(２) スラローム競技は予選・決勝方式とし、予選 2本・決勝 1 本の漕行で実施する。 

(３)ワイルドウォーター競技は２本漕行して早い成績を採用する２漕１採方式で実施

する。 

(４) 競技における選手の日程、発艇順等の考慮は一切しない。 

(５) ライフジャケットやヘルメット等の安全装備について競技規則を遵守すること。 

(６) 令和４年度国民体育大会東北ブロック大会、第４９回東北総合体育大会カヌー競

技会を兼ねる。 

(白神カップの記録はジャパンカップワイルドウォーター第３戦のタイムを採用する。) 

１０ 参加資格 ２０２２年度公益社団法人日本カヌー連盟登録者(A)とする。 

１１ 参加料等 〈ワイルドウォーター競技〉 ３，０００円／１種目 

・同時開催の白神カップワイルドウォーター競技にもエントリーする選手は、別途

白神カップ参加料も支払うこと。 

〈 ス ラ ロ ー ム 競 技 〉 ６，０００円／１種目 

・２種目以上のエントリーの場合、２種目以降の参加料は半額とする。  

・２０２２年ナショナルＡチーム選手は参加料及び用具の点検料は免除する。 

（白神カップは対象外）。 

※用具の点検料（ライフジャケット１枚につき）２００円は参加料と一緒にお振り込

むこと。 

※エントリー後の参加料・点検料は原則返納しない。 

※新型コロナウィルス感染拡大の影響により急遽大会が中止となった場合は、振込手

数料を差し引いた金額を返金します。 

１２ 使 用 艇 使用艇は自艇とし、公益社団法人日本カヌー連盟公認艇を用いること。 

１３ 申込方法 インターネット又は参加申込書、いずれかの方法で行うこと。 

(１)インターネットによる申し込み 

・下記 URL、QR コードよりエントリーフォームにアクセスし、必要事項を入力

すること。 

・複数名を同時に申し込みすることはできない。１人分ずつ申し込みを行うこと。 

・申し込み後、参加料、ライフジャケット点検料及び弁当代の合計額を振込み期 

 限までに、下記振込口座まで振り込むこと。 

・申し込み締め切り後、各都道府県にその都道府県のエントリー選手リストを送 

付するので、各都道府県協会長の承認印を捺して大会事務局に返送すること。

このリストの受領と参加料等の入金をもってエントリー完了とする。 

※エントリーフォーム 

URL  https://aomoricanoe.com/japancupentry/entryform.php 

 

QR コード 

 

https://aomoricanoe.com/japancupentry/entryform.php


 

(２)参加申込書による申し込み(従来通り) 

・インターネットによる申し込みが出来ない、又は複数名同時申し込みの場合に行

うこと。 

・日本カヌー連盟ＨＰより所定の申込用紙をダウンロードし必要事項を記入し、県

協会の会長印を得て、参加料の振込受領書の写しを同封し大会事務局へ郵送する

こと。 

 ※参加申込書入手方法 

  ・日本カヌー連盟 HP からダウンロードすること。 

 (３)弁当申込  

弁当は１個８００円（税込）で、実行委員会が斡旋しますので、インターネッ

トによる申し込みはエントリーフォームに入力すること。参加申込書による申し

込みは弁当申込欄に数を記入すること。大会当日に弁当の申込みはできない。な

お、申込後の変更・取消はできない。 

１４ 申込締切  ２０２２年６月６日（月） ※郵送の場合は必着 

１５ 申込先 

  

 

 

 

 

１６ 振込先  参加料振込期限：２０２２年６月６日（月） 

 

 

 

 

 

・参加料、点検料及び弁当代は、必ず銀行振込にて行うこと。 

・振込手数料は本人負担とする。 

※参加申込みは期限が遅れたもの、参加料未納のもの、県協会の承認印の無いもの、

電話での申込は一切受付けない。 

１７ 組み合せ 公益社団法人日本カヌー連盟スラローム・ワイルドウォーター競技委員会作成のラン

キングリストにより決定する。 

１８ 検 定  ２０２２年６月２４日（金）１３：００～１６：００ 

               ２５日（土） ７：３０～ ８：００ 

               ２６日（日） ７：３０～ ８：１０ 

１９宿泊申込 宿泊先へ直接申し込むこと。予約は早めに直接施設にご連絡すること。 
［下記参照］ 
① グリーンパークもりのいずみ（会場まで車で約 5分） 

西目屋村大字村市字稲葉 213-1 
[内容] 温泉・コンドミニアム 素泊り 4,470 円（税込）から 
[交通] 弘前市内から車で約 45 分 
[連絡] TEL 0172-85-3113 FAX 0172-85-3115   

        ② 星と森のロマントピア（会場まで車で約 20 分） 
          弘前市大字水木在家字桜井 113-2 

[内容] 温泉・ホテル 一泊朝食付 6,860 円（税込）から、 

一泊二食付 10,930 円（税込）から 

コテージ 一泊朝食付き 7,960 円（税込）（4 人棟を 2 名で利用した場合）から 

※日にち、部屋タイプ、1 部屋に入る人数によって料金が変わります。 

 [交通] 弘前市内から車で約 30 分 
[連絡] TEL 0172-84-2288 FAX 0172-84-2255  
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        ③ 嶽温泉旅館組合（会場まで車で約 20分） 

         ア 山のホテル 

弘前市大字常盤野字湯ノ沢 19 

 [内容] 温泉・ホテル 一泊二食付 14,450 円～（税込）から 

[交通] 弘前市内から車で約 40 分 

[連絡] TEL 0172-83-2329 FAX 0172-83-2608 

         イ 西澤旅館 

           弘前市常盤野字湯ノ沢 15 

[内容] 温泉・旅館 素泊り 4,000 円、一泊二食付 7,850 円（税込） 

[交通] 弘前市内から車で約 40 分 

[連絡] TEL 0172-83-2754 FAX 0172-83-2921 

    ウ 田澤旅館 

弘前市常盤野字湯ノ沢 10 

[内容] 温泉・旅館 素泊り 3,500 円（税込）、一泊二食付 7,500 円（税込）、 

学生向け料金（一泊二食付）5,000 円（税込） 

[交通] 弘前市内から車で約 40 分 

[連絡] TEL 0172-83-2752 FAX 0172-83-2936 

         エ 嶽ホテル 

弘前市常盤野字湯ノ沢 28-1 

[内容] 温泉・ホテル 一泊二食付 9,330 円（税込）、 

学生向け料金（一泊二食付） 6,800 円（税込） 

[交通] 弘前市内から車で約 40 分 

[連絡] TEL 0172-83-2045 FAX 0172-83-2845 

         オ 小島旅館 

弘前市常盤野字湯ノ沢 20 

[内容] 温泉・旅館 素泊り 6,000 円、一泊二食付 9,000 円（税込） 

          学生向け料金（一泊二食付）6,270 円（税込） 

[交通] 弘前市内から車で約 40 分 

[連絡] TEL 0172-83-2130 FAX 0172-83-2213 

２０ 大会日程 
＜＜２０２２年６月２４日（金）＞＞ 
  ９：００～１４：１５  コースオープン 
                       ９：００～１０：００  ＳＬ  1 組目 
                       １０：００～１１：００  ＳＬ  2 組目 
                      １１：００～１２：００  ＳＬ  3 組目 
                      １２：００～１３：００  ＳＬ  4 組目 
                      １３：１５～１４：１５  ＷＷ   
                      組合せは確定後お知らせします。 
１３：００～１６：００  受付・検定 
１６：００～       ジャパンカップＷＷ監督者会議（競技本部テント内） 

＜＜２０２２年６月２５日（土）＞＞ 
７：３０～ ８：００  受付・検定・競技役員打合せ 
８：１０～ ８：３０  開会式 

１４：３０～１４：４５  ワイルドウォーターデモンストレーション 
１４：４５～       ワイルドウォーター１本目（１分間隔） 
１５：３０～       ワイルドウォーター２本目（１分間隔） 
１６：１５～１６：４５  受付・検定 
１７：００～       表彰式 
１７：３０～       ＳＬ競技監督会議 
（歓迎レセプションは行いません。） 

＜＜２０２２年６月２６日（日）＞＞ 
７：３０～ ８：１０  受付・検定・競技役員打合せ 
８：１５～ ８：３５  デモンストレーション 
８：４５～ ８：５０  フォアラン 
９：００～       スラローム１次予選（１分間隔） 



 

１１：１５～       スラローム２次予選（１分間隔） 
１２：２０～１３：１０  休憩 
１２：５０～       決勝スタートリスト掲示（掲示時刻は会場放送・webにて案内） 
１３：１５～       スラローム決勝（１分間隔） 
１４：１５～１４：３０  稚魚放流 
１４：３０～１４：４５  クリーンリバー活動 
１４：４５～       表彰式・閉会式 

＜＜競技コース内の練習＞＞ 
６月２４日１６時以降６月２６日競技終了まで、競技コース内での練習はできない。 

 

 

 

 

 

２１ 表  彰 各種目１位から３位まで表彰する。 

２２ 感染症対策  本競技会は、（公社）日本カヌー連盟が策定した「新型コロナウイルス「COVID-

19」感染拡大予防ガイドライン」に定める対策の他、以下の対策に基づき大会運営

を行うため、選手・監督・コーチ・選手保護者・競技役員等（以下「参加者」とい

う。）は必ず確認すること。 

         【ガイドライン】 

・(公社)日本カヌー連盟「新型コロナウイルス「COVID-19」感染拡大予防ガイド

ライン」 

https://www.canoe.or.jp/news/committee/post/202006021333/ 

（１） 体温等の記録 

参加者は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため会場入りの14日前から、

健康チェックシートを使用して起床時体温の記録、体調の確認等を行うこと。 

（２）無観客開催ですので(選手・競技役員を除く)監督・コーチ及び未成年者選手

につきましては保護者１名のみの入場となります。 

（３）遵守事項 

参加者は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため以下の事項を遵守すること。 

① 以下の事項に該当する場合は、本競技会への参加を見合わせること。 

・体調がよくない場合(発熱・咳・咽頭痛、倦怠感、味覚嗅覚の異常などの症状

がある場合)。 

・新型コロナウイルス感染者との濃厚接触がある場合。 

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる場合。 

・過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている

国、地域等への渡航または当該在住者との接触がある場合。 

② マスクを持参すること(受付時や着替え時などのスポーツを行っていない際

や会話をする際にはマスクを着用すること)。 

③ 参加者は大会期間中も起床時に検温できるよう体温計を持参すること。 

④ 参加者は競技会場に到着したら入場前に必ず受付にて健康チェックシートを

提出し、検温等を受けること。なお、健康チェックシートのチェック項目に一

つでも「ㇾ」が記入されていない場合や検温で37.5°C以上が確認された場合、

体調に問題が確認された場合等は、会場への入場(大会への参加)は認めない。

（健康チェックシートは、申込時に登録してもらったメールアドレスに送りま

す。） 

⑤ 競技会場到着翌日以降についても、競技会場への入場前には受付にて検温等

を受けること。 

⑥ 諸手続の費用等は事前振込みにし、受付場所での現金授受等を極力避けるこ

と。 

⑦ こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること。 

⑧ 他者との距離(できるだけ 2m を目安に(最低 1m))を確保すること(障がい者

の誘導や介助を行う場合を除く)。 

参加人数等により時間の変更がありますので、詳しくは西目屋村ホーム
ページで確認してください。 
西目屋村 http://www.nishimeya.jp/ 



 

⑨ 選手控所等における密を避けるための工夫をすること。 

⑩ 大きな声での会話、応援等をしないこと。 

⑪ 感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従う

こと。 

⑫ 大会期間中に感染対象となる症状が出た場合や発症した場合は速やかに大会

本部に申し出ること。 

⑬ 本競技会終了後 2 週間以内に新型コロナウイルスを発症した場合は、主催者

へ速やかに濃厚接触者の有無等について報告すること。 

⑭ 参加者および役員関係者は厚生労働省の公式アプリ「新型コロナウイルス接

触確認アプリ COVID-19 Contact-Confirming Application」「COCOA」のイン

ストールおよび利用をできる限り推奨し、クラスター対策を行う。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html 

 

Google Play 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.mhlw.covid19radar 

 

 

 

 

 

App Store 

https://apps.apple.com/jp/app/id1516764458 

 

 

 

 

 

（４）留意事項 

参加者は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため以下の事項を留意すること。 

① 各自のゴミは密閉して持ち帰ること。 

② 競技コース周辺にペットボトル等の飲料やマスクを放置しないこと。 

③ 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、大会を中止もしくは来場者

の入場制限を行う場合がある。 

④ 中止になった場合の宿泊・航空券・鉄道等のキャンセル料等については、参

加者の負担とし、主催者は一切の責任を負わない。 

⑤ 健康チェックシートに記載された個人情報については、新型コロナウイルス

感染症の発生又は疑われる事例が発生した際において、保健所などの行政機

関に提出する。 

 

２３ お問い合せ 本大会に関する問い合せは、下記へお願いします。 

問い合せはできるだけＦＡＸでお願いします。 

 

 

 

 

 

２４ その他 (１)傷害保険には加入していますが、補償額が限られており練習中及び競技中の事故に

ついては、主催者は応急処置を行いますが、原則として当該競技者の責任とします。 

(２)日程については参加人員等により変更することがあります。変更する場合には、各

監督にその旨を連絡します。 

(３)コースオープン時は、セルフレスキューでお願いします。 

(４)大会参加者は公益社団法人日本カヌー連盟会員証を持参すること 
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 (５)大会出場中の映像、写真、記事、記録等の新聞、雑誌、プログラム等への掲載権は

主催者に帰属する。 

(６)主催者は、個人情報の保護令を遵守し、参加者の個人情報を取り扱います。 

【個人情報の取扱いについて】 

   大会申込に係る個人情報は、大会参加者へのサービス向上を目的とし、参加案内、

関連情報の通知、次回大会の案内、大会協賛・協力・関係団体からのサービスの提供、

記録発表に使用します。また、主催者から申込内容に関する確認連絡をする場合が

あります。 

 
※ ドーピングコントロール、１８歳未満競技者の親権者同意書持参について 

1. 本競技会は、日本アンチ・ドーピング規程に基づくドーピング・コントロール対象大会です。 

2. 本競技会参加者（１８歳未満の競技者を含む。以下同じ）は、競技会にエントリーした時点で
日本アンチ・ドーピング規程に従い、ドーピング・コントロール手続の対象となることに同意
したものとみなします。18 歳未満の競技者については、本競技会への参加により親権者の同
意を得たものとみなします。 

3. 本競技会に参加する１８歳未満の競技者は、親権者の署名した同意書を大会に持参し携帯して
下さい。親権者の同意書フォームは、日本アンチ・ドーピング機構（JADA）のウェブサイト 

( https://www.playtruejapan.org/jada/u18.html )からダウンロードできます。 

検査の対象となった際に、親権者の署名が記載された当該同意書を担当検査員に提出して下さ
い。 

なお、親権者の同意書の提出は 18 歳未満時に 1 回のみで、当該同意書の提出後に再びドー
ピング検査の対象となった場合は、すでに提出済みであることをドーピング検査時に申し出て
下さい。 

ドーピング検査会場において親権者の同意書の提出ができない場合、検査後 7 日以内に 
JADA 事務局へ郵送にて提出して下さい。親権者の同意書の提出がなかった場合でも、ドーピ
ング・コントロール手続に一切影響がないものとします。 

4. 本競技会参加者は、本競技会において行われるドーピング検査（尿・血液等検体の種類を問わ
ず）を拒否又は回避した場合、検査員の指示に従わない場合、帰路の移動等個人的諸事情によ
りドーピング検査手続を完了することができなかった場合等は、アンチ・ドーピング規則違反
となる可能性があります。アンチ・ドーピング規則違反と判断された場合には、日本アンチ・
ドーピング規程に基づき制裁等を受けることになるので留意して下さい。 

5. 競技会・競技会外検査問わず、血液検査の対象となった競技者は、採血のため、競技/運動終了 

後 2 時間の安静が必要となるので留意して下さい。 

6. 日本アンチ・ドーピング規程の詳細内容およびドーピング検査については、公益財団法人日本
アンチ･ドーピング機構のウェブサイト（http://www.playtruejapan.org）にて確認して下さい。 

 

 

 


