
第４１回全日本中学選手権競漕大会 開催要項 
 

1. 大会名称 第４１回全日本中学選手権競漕大会 

2. 期 日 2021 年 7月 9日（金）～11 日（日） 3日間 

（公式練習・開会式 9日 競技は 10・11 日 2 日間） 

※今大会は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、無観客により実

施する場合もある。この場合、１カ月前に周知をするものとする。 

3. 会 場 下諏訪ローイングパーク（旧称：下諏訪町漕艇場） 

〒393-0046 長野県諏訪郡下諏訪町（東赤砂）１０６１５−４５ 

4. 主 催 公益社団法人日本ボート協会 全国中学校ボート連盟 下諏訪町 中日新聞社 

 5. 主  管 第 41回全日本中学選手権競漕大会実行委員会 長野県ボート協会 

6. 後  援 長野県  中部ボート連盟 

7. 競漕種目・ 

  出漕料 

距離 全種目 1,000ｍ             

種 別 種 目 出漕料 

男・女 舵手つきクォドルプル 15,000 円 

男・女 ダブルスカル 6,000 円 

男・女 シングルスカル 3,000 円 
 

8. 使 用 艇 （1）自艇とする。 

ただし、遠隔地である北海道・東北・中国・四国・九州ブロックに限り若干

の借艇希望を受け付ける。 

※借艇希望が多い場合は、受け付けできない場合がある。また、借艇は配

艇方式により行う場合がある。 

  借艇料：舵手つきクォドルプル 30,000 円、ダブルスカル 16,000 円 

      シングルスカル    10,000 円 

9.  競漕方法 2021 年度(公社)日本ボート協会新競漕規則による。ただし、以下の特別規則を

設ける。 

① 舵手は、男子種目は男子、女子種目は女子とし、体重測定は行わない。 

② 艇の規定重量は定めない。 

③ 4×＋の舵手は、ライフジャケットを着用すること。（舵手分は、貸し出

しも可とします）。ただし、トップコックス艇の場合、舵手がライフジャ

ケットを着用して乗艇すると万一転覆した時に脱出できなくなるおそれ

があるため、従来型の救命具を携行すること。（日漕制式浮輪は不可） 

④ クルーは、ライフジャケットまたは従来の救命具を各自１個と予備１個

を装備すること。 

⑤ 各漕手は、落水時、手を使わず足が抜ける構造のシューズを用いること。

（シューズの踵の紐（ヒールコード）の取り付け、もしくは安全な構造



を持つシューズの使用） 

10. 出漕資格 (1）参加者は、各都道府県ボート協会(以下「加盟協会」という。) 及び、全国

中学校ボート連盟の両方に加盟している団体に属し、(公社) 日本ボート協

会に対して 2021 年度選手登録をした中学生徒で、2006 年 4 月 2 日以降に

生まれた者とする。 

(2）出漕は 1人 1種目とする。また、同一学年での出漕は 1回限りとする。 

(3）混成クルーは、認める。ただしクルー名称は所属団体とは異なる名称とす

る。 

(4）競漕に耐えうると認められた者とする。 

(5) 感染症対策として、大会前 14日間の健康チェックを行い記録すること。 

 大会受付時に大会前健康調査票及び、大会期間中、大会後の連絡先を全員分

団体毎にまとめて提出のこと。フォームは大会ホームページに掲載予定。 

11.ユニフォーム クルーは、統一したユニフォームを着用すること。 

12.ブレードカラー クルーは、統一したブレードカラーのオールを使用すること。 

13.バウナンバー

プレート  

 

クルーは下表のバウナンバープレートを使用艇の艇首に装着すること。 

（バウナンバープレートは、各自持参すること。） 

材質 プラスティック、または木製 

寸法 縦 25cm  

横 15cm 厚さ 2mm 

地色 白 

文字色 黒色 

文字サイズ 縦 20.5cm 横 11.5cm 太さ 3cm 
 

14. 表 彰 「種目別」 

① 優勝チーム(者)に、優勝杯（持ち回り）・賞状・メダルを授与する。 

② 2 位と 3位に賞状・メダルを授与する。 

③ 4 位から 8位までに、賞状を授与する。 

「団体別総合成績」 

① 総合成績１位団体（男女別）に優勝杯（持ち回り）・賞状を授与する。 

② 2 位、3位に賞状を授与する。 

15. 出漕申込 

（保険料を含む） 

添付の出漕申込書に必要事項を記入し、加盟協会の承認を得た後、下記大会

実行委員会事務局へ 5 月 28 日（金）（必着）までに電子メールで所定の Excel

データにて申し込むこと。（不可の場合は FAX も可とする。） 

（送信先：rowing@town.shimosuwa.lg.jp） 

また、参加する選手は傷害保険（１人 200 円）に加入するため、出漕申込の

際に同時に申し込むこと。 

出漕料及び傷害保険料（以下保険料という）は下記口座に振り込み頂き、出

漕申込書の裏面に振込票のコピーを貼付し郵送すること。 



 

【振込口座】八十二銀行 下諏訪支店 普通 NO、660666 

第 41 回全日本中学選手権競漕大会実行委員会 

(受取人名：ダイヨンジュウイチカイゼンニホンチ） 

※出漕料、保険料は出漕取消しても返金はしません。 

※原則として領収書は発行しません。 

16．出漕変更 

「出漕変更願い」に必要事項を記入し、加盟協会の承認を受けた後、下記大会実

行委員会事務局へ 6月 18 日（金）までに送付する。（必着） 

 これ以降の変更は、競漕規則第 27 条による。 

17. 組合せ抽選 大会競漕委員会で行い、各出漕団体に通知する。 

18. 開会式 

7 月 9日（金）午後 4時    場所：下諏訪文化センター 大ホール 

               （長野県諏訪郡下諏訪町西鷹野町 4611−40） 

※新型コロナ感染状況によってはオンライン開催とする場合もある。 

この場合、１か月前に周知をするものとする。 

19．代表者会議 

7 月 9日（金）開会式終了後  場所：下諏訪文化センター 大ホール 

               （長野県諏訪郡下諏訪町西鷹野町 4611−40） 

※新型コロナ感染状況によってはオンライン開催とする場合もある。 

この場合、１か月前に周知をするものとする。 

20．全国中学校 

ボート連盟総会 

7 月 10 日（土）競技終了後   場所：諏訪自動車会館「Ｂｕ－ｂｕ」 

                  （旧 諏訪自動車協会車検場） 

               （長野県諏訪郡下諏訪町赤砂崎 10795） 

※新型コロナ感染状況によってはオンライン開催とする場合もある。 

この場合、１か月前に周知をするものとする。 

21．表彰式 

種目別表彰式：7月 11 日（日）全レース終了後 

場所：AQUA 未来（アクアミライ） （旧称：下諏訪町艇庫）前 

総合表彰式 ：7月 11 日（日）全レース終了後 

 場所：AQUA 未来（アクアミライ） （旧称：下諏訪町艇庫）前 

※新型コロナ感染状況によっては表彰式を中止とする場合もある。 

この場合、１か月前に周知をするものとする。 

22．宿舎・昼食 

 

 

 

 

 

 

 

ご宿泊（1泊 2食付）、昼食（お弁当）の申込みは所定の申込用紙を用いて、

下記の「（株）エヌ・ティー・エス・ツアー（長野ツーリストサービス）」へ 

6 月 4日（金）までにメール、郵送、または FAX でお願いします。 

各宿泊施設には定員がございますので、ご希望の宿泊施設がありましたら、 

お早めにお申込みください。 

宿泊料金は「（株）エヌ・ティー・エス・ツアー」から請求書が送付されます

ので指定口座へお振り込みください。 

 申込み後の変更については「（株）エヌ・ティー・エス・ツアー」に連絡をお
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願いします。（可能な限り早い連絡をお願いします） 

【宿泊施設】 

※下諏訪町内※ 

①  鉄鉱泉本館 （1泊￥11,000 税込入湯税込） 

（夕食：和食を中心としたセットメニュー・朝食：和定食） 

〒393-0016   長野県諏訪郡下諏訪町湯田町 3437 

TEL： 0266-27-8063     FAX : 0266-28-5889 

            

 

  ②  ぎん月 （１泊￥13,000 税込入湯税込）  

             （夕食：和食を中心としたセットメニュー・朝食：和定食）  

〒393-0015    長野県諏訪郡下諏訪町 3306 

                   TEL: 0266-27-5011     FAX: 0266-27-5093 

③  グリーンサンホテル （1泊￥10,000 税込） 

      （夕食：お弁当又はケータリング・朝食：お弁当）  

〒393-0056   長野県諏訪郡下諏訪町 5326-3 

                   TEL: 0266-26-1455     FAX: 0266-27-3203 

※諏訪市内※ 

④  RAKO 華乃井ホテル (1 泊￥12,000 税込入湯税込) 

（夕食：和食を中心としたセットメニュー・朝食：バイキング） 

〒392-0022   長野県諏訪市高島 2-1200-3 

       TEL: 0266-54-0555     FAX: 0266-54-0777 

 

⑤  ホテル紅や （1泊当たり料金は下記の通りです） 

（和室 3･4 名 1室又は洋室 2名 1室￥13,150 税込入湯税込） 

（和室 2名 1室・洋室 1名 1室利用の方はお問い合わせ願います） 

（夕食：和食を中心としたセットメニュー・朝食：バイキング） 

〒392-0027  長野県諏訪市湖岸通り 2-7 

 TEL: 0266-57-1111    FAX: 0266-57-1130 

 

⑥  上諏訪ステーションホテル（1泊￥10,000 税込入湯税込） 

（夕食：お弁当又はケータリング・朝食：バイキング） 

〒392-0027   長野県諏訪市湖岸通り 4-10-15 

     TEL: 0266-57-0001     FAX: 0266-57-0009  

 

⑦  諏訪シティホテル成田屋 （1泊￥10,000 税込入湯税込） 

（夕食：お弁当又はケータリング・朝食：バイキング（予定）） 

〒392-0026   長野県諏訪市大手 1-14-5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 昼   食 

     TEL: 0266-52-4500     FAX: 0266-52-5311  

 

⑧ ネオステーションホテル上諏訪（1 泊￥10,000 税込入湯税込） 

（夕食：お弁当又はケータリング・朝食：バイキング（予定）） 

〒392-0026   長野県諏訪市大手 2-17-12 

 TEL: 0266-75-5722     FAX: 0266-75-5723 

※岡谷市内※ 

             ⑨ 岡谷セントラルホテル（1泊￥10,000 税込） 

（夕食：お弁当又はケータリング・朝食：バイキング） 

〒394-0028   長野県岡谷市本町 1-4-7 

            TEL: 0266-23-2100     FAX: 0266-23-2170 

 

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、予定している食事内容等が 

変更になる場合もございますのでご了承ください。 

※アレルギー対応等につきましてはお問い合わせください。 

 

【お弁当について】 １食 864 円（税込・お茶付） 

 内 容（予定）  7 月 10 日（土）→ まんぷく弁当 

          7 月 11 日（日）→ 中華弁当 

 

～申込み先～ （株）エヌ・ティー・エス・ツアー 

（長野ツーリストサービス） 担当：原、森山 

       TEL：0266-26-3350   FAX：0266-26-3325 

  〒393-0046 長野県諏訪郡下諏訪町 4696-1 

（営業時間 9:00 ～ 18:00 定休日 土、日、祝日） 

～お振込み先～【指定口座】 諏訪信用金庫 湖浜支店 普通 No. 1070452 

【口座名】  （株）エヌティーエスツアー 

  

≪キャンセル料≫宿泊約款による 

・宿泊予定日の 6日前まで・・・・・・ 不要 

・宿泊予定日の 5日前～2日前まで・・・20％（1泊につき） 

・宿泊予定日の前日まで・・・・・・・・50％（1泊につき） 

・宿泊予定日当日（不泊含む）・・・・ 100％（1泊につき） 

23.大会中止決定

をした場合のキャ

ンセル料の取扱 

(1)新型コロナウイルス等の影響により事前に大会中止になった場合に関して

は、出漕料及び傷害保険料の返金を行うものとする。大会時の荒天等、主催者

に責の無い場合において競漕委員会が大会中止を決定した場合、出漕料及び傷

害保険料の返金は行わないものとする。 

(2)(1)の大会中止時における宿舎と昼食(弁当)のキャンセル料は、「22.宿舎」



記載のキャンセル料を適用するものとする。 

24．オール送り先 393-0046 長野県諏訪郡下諏訪町（東赤砂）１０６１５−４５  

AQUA 未来（アクアミライ）（県名、学校名及びクルー名を必ず記載すること。） 

※艇庫が無人のため、業者には配達前に大会事務局へ連絡するよう依頼してく

ださい。 

25．交通 【JR】ＪＲ中央東線下諏訪駅下車徒歩１５分 

【車】中央自動車道諏訪ＩＣから車で３０分 

   長野自動車道岡谷ＩＣから車で１５分 

26．注意事項 （1）大会参加者は会期中、健康保険証（カード）を各自携行すること。 

    なお大会中の会場内における個人的な疾病・怪我等については、応急処置

を除き、参加者側で対応すること。 

（2）大会参加者の個人情報は、本大会運営の範囲内で使用する。 

（3）大会出場選手の肖像権ならびに全ての権限は大会主催者にあるものとす

る。 

（4）主催者が大会中の安全を確保するための合理的かつ相当な注意を払ったに

もかかわらず発生した事故についての責任は、参加者側の自己責任、すな

わち参加者の所属する団体もしくは個人に帰属するものであり、主催者側

は法的責任を負わないものとする。 

（5）大会運営に際し競漕委員会において、緊急かつ合理的に決定した事項につ

いて要項より優先し、従っていただく場合がある。 

（6）新型コロナウイルス感染防止対策を実施し、安全な大会開催のため、別途

発信される感染防止対策を確認のうえ励行すること。  



※大会は新型コロナウイルス感染状況によって、国または開催自治体等から中止の勧告を受けるこ

とも想定されます。状況の変化に応じて開催の判断を行いますので指示に従ってください。 

問い合わせ先 

公益社団法人日本ボート協会 

  〒160-0013 東京都新宿区霞ケ丘町 4-2 

        Japan Sport Olympic Square6 階   

TEL：03-5843-0461  FAX:03-5843-0462 

E-mail: kyogi@jara.or.jp 

 

第 41 回全日本中学選手権競漕大会実行委員会事務局 

〒393-0087 長野県諏訪郡下諏訪町 4611 番地 11  

下諏訪体育館内（火曜定休） 

受付時間：9:00-17:00 

TEL：0266-27-1455  FAX：0266-27-0511 

事務担当：石上、藤森 

  E-mail：rowing@town.shimosuwa.lg.jp 

URL http://rowing.gr.jp/nagano/ 


