
各　位

 下諏訪町・信濃毎日新聞社・長野県ボート協会

　この大会は、やまびこ国体と長野県岡谷市出身で「琵琶湖周航の歌」の作詞者である故小口太郎氏の記念大会とし

ての信毎諏訪湖レガッタと、我が国固有の種目であるナックルフォアの本格的レースとしての全国ナックルフォア大会

を併せて開催いたします。

　本大会に多くの方が参加いただけますようご案内申し上げます。

　１　大会名称　　第３３回信毎諏訪湖レガッタ・第１１回全国ナックルフォア大会

　２　主　　催　　下諏訪町・信濃毎日新聞社・長野県ボート協会

　３　共　　催　　長野県教育委員会

　４　後　　援　　長野県・(財)長野県体育協会・長野県高等学校体育連盟・諏訪市・岡谷市

　　　　　　　　　下諏訪町教育委員会・ＮＰＯ下諏訪町体育協会・ＳＢＣ信越放送

　　　　　　　　　エルシーブイ株式会社・中部ボート連盟

　５　会　　期　　平成２２年５月１５日（土）～１６日（日）の２日間
　６　会　　場　　長野県下諏訪町漕艇場（直線・静水1,000ｍ）

　７　種目及び （１）第３３回信毎諏訪湖レガッタ

　　　出漕料等

 男子舵手付フォア 　　20,000円

 男子ダブルスカル 　　 8,000円

 男子シングルスカル 　 　4,000円

 女子舵手付クオドルプル 　　20,000円

 女子ダブルスカル 　　 8,000円

 女子シングルスカル 　 　4,000円

 男子舵手付クオドルプル 　　15,000円

 男子ダブルスカル 　　 6,000円

 男子シングルスカル 　 　3,000円

 女子舵手付クオドルプル 　　15,000円

 女子ダブルスカル 　　 6,000円

 女子シングルスカル 　 　3,000円

 男子舵手付クオドルプル 　　 7,500円

 男子ダブルスカル 　　 3,000円

 男子シングルスカル 　 　1,500円

 女子舵手付クオドルプル 　　 7,500円

 女子ダブルスカル 　　 3,000円

 女子シングルスカル 　 　1,500円

（２）第１１回全国ナックルフォア大会

　１０００ｍ

 男子ナックルフォア 　　20,000円

 女子ナックルフォア 　　20,000円

　　５００ｍ

 500男子Ａ  漕手合計年齢 200歳未満 　　20,000円

 500男子Ｂ  同上200歳以上250歳未満 　　20,000円 　コックスの年齢は問わない

 500男子Ｃ  同上　　　　 250歳以上 　　20,000円

 500女子  年齢制限なし 　　20,000円

 500ﾐｯｸｽ  男女混成・年齢制限なし 　　20,000円 　男女の構成比は問わない

※（１）（２）ともコックスの性別は問いません。
　８　競漕方法　　（社）日本ボート協会競漕規則による。
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の開催について（ご案内）

備　　　　　　　　　考

第３３回信毎諏訪湖レガッタ・第１１回全国ナックルフォア大会実施要項

種　　　　　　　　目 出　漕　料

第３３回信毎諏訪湖レガッタ

備　　　　　　　　　考

少　年

成　年

（少年の出場可　出漕料 15,000円）

平成22年2月11日

種　　　　　　　　目 出　漕　料 備　　　　　　　　　考

成　年

第１１回全国ナックルフォア大会

種　　　　　　　　目 出　漕　料

中　学



　９　年齢区分　　成年、少年の区分は、生年月日が平成４年４月１日以前は成年、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成４年４月２日以降は少年とする。

１０　使 用 艇 ①　自艇とする。

②　借艇を希望する場合は、出漕申込書の借艇希望欄の「有」に○印を記入し、下記借艇料を、

　同封の郵便振替用紙にて払い込むこと。

万一使用者による借艇破損の場合には、修理費の実費請求を行う場合がある。

 舵手付フォア 　　10,000円

 舵手付クオドルプル 　　10,000円

 ダブルスカル 　　 5,000円

 シングルスカル 　　 3,000円

 ナックルフォア 　ナックルフォアは主催者側で用意します

１１　出漕申込方法

①　所定の出漕申込書に必要事項を記入し、４月４日（日）午後５時必着で下記宛申込むこと。

　　ＦＡＸ可。（この場合は、後日原本を郵送すること。）

　　〒393-0086　長野県諏訪郡下諏訪町4611番地11　下諏訪体育館内「信毎諏訪湖ﾚｶﾞｯﾀ事務局」

②　出漕料・傷害保険料（選手１人200円）は、申込みと同時に同封の郵便振替用紙で払い込み、

　出漕申込書の裏面に払込票のコピーを貼付すること。

　※　出漕取消の場合は、これを返金しない。（払込先　00570-4-40578　長野県ボート協会）

③　１人２種目までエントリーを認めるが、競技運営上の配慮はしない。

　　なお、ダブルエントリーする場合は、出漕申込書の備考欄にその旨明記すること。

１２　宿　　泊 　宿泊を希望する場合は、所定の宿泊申込書に必要事項を記入し、４月４日（日）午後５時必着
で下記宛申込むこと。ＦＡＸ可。

　〒393-0086　長野県諏訪郡下諏訪町4611番地11　下諏訪体育館内「信毎諏訪湖ﾚｶﾞｯﾀ事務局」

　なお、宿泊予納金（１人2,000円）を同封の郵便振替用紙にて払い込むこと。

　ただし、５月９日以降にキャンセルする場合は、宿泊予納金は返金しない。

　※　貴団体から直接宿泊先へ申込みをする場合は、下記料金と異なります。ご注意下さい。

１３　組み合せ 大会競漕委員会にて行います。

１４　表　　彰 種目別の決勝レース上位３位までに表彰を行い賞状及びメダルを、また１位に優勝盾を授与する。

１５　開会式、監督主将会議

５月１４日（金）　午後６時～　下諏訪総合文化センター　※各クルー１名以上出席すること。

１６　練 習 日 ５月１４日（金）　午前１０時～午後５時

１７　交　　通 ①　ＪＲ中央東線下諏訪駅下車徒歩１５分

②　中央自動車道諏訪ＩＣから車で３０分

③　長野自動車道岡谷ＩＣから車で１５分

１８　そ の 他 ①　オールは持参すること。

　　ただし、ナックルフォアに限り、オールを希望するクルーは無償貸与する。

②　オールを輸送する場合は、下記宛送ること。

　〒393-0046　長野県諏訪郡下諏訪町10615-8　下諏訪町立漕艇庫

　※　配達の際、艇庫が無人のため業者には事前に大会事務局へ連絡するよう依頼してください。

③　参加者は、競漕に耐えうると認められた者。健康管理も含め各団体の自主管理とする。

④　大会中に生じた傷害については応急処置のみとする。

⑤　レーンナンバープレート、救命具については持参、携帯すること。

⑥　大会中および練習中における接触事故等による艇の破損、並びに艇保管時の管理については

　参加者の自己責任とし、主催者はその責任を負わない。

〒393-0086　長野県諏訪郡下諏訪町4611番地11　下諏訪体育館内　「信毎諏訪湖レガッタ事務局」　火曜休館

TEL　０２６６（２７）１４５５　　FAX　０２６６（２７）０５１１

E-mail：taiiku@town.shimosuwa.nagano.jp URL　http://rowing.gr.jp/nagano/

8,000円（税別）

備　　　　　　　　考

中学生・高校生
１泊２食付

区　　　　分 金　　　　額

一　　　　　般

7,000円（税別）

借　艇　料 備　　　　　　　　　　　　考種　　　　別



長野県ボート協会

第３３回信毎諏訪湖レガッタ　　　　
第１１回全国ナックルフォア大会

◆種目・クルー名（プログラム掲載用）

フリガナ

監督氏名
所      属
都道府県

シート 氏　　　　　名 年　齢 身　長 体　重 備　　考

Ｃ

フリガナ （シングルスカル種目のみ、ﾌﾘｶﾞﾅ記入のこと)

Ｓ

補

補

借艇希望のクルーは「有」に○印をつけ、借艇料を出漕料と一緒に払い込んで下さい。

◆連絡先（組み合わせ・配宿送付用）

※　連絡先住所が勤務先等の場合は、必ず自宅・勤務先等の電話・FAX番号を記入すること。

氏　名

（ＴＥＬ）

（ＦＡＸ）

◆大会期間中連絡先（主催者が配宿する以外の場合）

出漕団体名 宿泊先名称

代表者氏名 住　所

（携帯電話番号） 電話番号

出漕申込書

全国ナックルフォア大会500ｍ
男子A（200歳未満）、男子B（200歳以上250歳未満）、男子
C（250歳以上）部門出漕の場合は漕手の合計年齢を記載

漕手合計年齢

 出 漕 種 目

(該当種目に○
をつけてくださ
い)

クルー名

〒
住　所

自　宅 勤務先
（ＴＥＬ）

（ＦＡＸ）

ダブルスカル   \5,000 　     シングルスカル       \3,000

舵手付フォア \10,000　      舵手付クｫドルプル \10,000

　成年 ・ 少年 ・ 中学　／　男子 ・ 女子

　　４＋　・　４×＋　・　２×　・　１×

　　ＫＦ　　1000ｍ ・ 500ｍA ・ 500ｍB

      500ｍC ･ 500ｍ女子 ・ 500mﾐｯｸｽ

借艇希望　 有　　・　　無 借艇の種類



クルー名

(自)

(勤)

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

成年

高校

中学

　午前 　午前

　午後 　午後

　　※２泊の場合、翌日の夕食及び翌々日の朝食はもれなく付きます。
　　　夕食及び朝食不要の場合、料金については配宿決定後各旅館へお問い合わせください。

　　　時　　　分頃

合　　計

選手

・宿舎到着時刻:５月　　日 　　　時　　　分頃

宿　泊　人　数　（人）

５／１４（金） ５／１５（土） ５／１６（日）

監督・顧問

そ の 他

男女別計

住　所

到着日

夕食の必要数

到着日翌日

朝食の必要数

第３３回信毎諏訪湖レガッタ・第１１回全国ナックルフォア大会 宿泊申込書

・下諏訪到着時刻:５月　　日

団　 体 　名

宿泊責任者名

備　　　　考

ＴＥＬ
〒


