
第７５回福島県総合体育大会カヌー競技会 

兼第３５回福島県カヌー競技選手権大会実施要項 
 

１．名 称  第７５回福島県総合体育大会カヌー競技会兼第３５回福島県カヌー競技選手権大会 

 

２．主 催  公益財団法人福島県体育協会・福島県教育委員会・福島県カヌー協会 

       二本松市教育委員会 

 

３．後 援  二本松市・二本松市体育協会 

 

４．期 日  令和４年５月８日（日）・６月５日（日） 

 

５．会 場  [カヌースラローム競技]     阿武隈川島山コース 二本松市太田字寺沢 

       [カヌーワイルドウォーター競技] 阿武隈川島山コース 二本松市太田字寺沢 

       [カヌースプリント競技]     阿武隈漕艇場コース 二本松市木幡字西和代 

 

６．日 程  【カヌースラローム競技・カヌーワイルドウォーター競技】５月８日（日） 

 8:40～ 8:50  受付・検定・スラロームゲートセット 

 9:00～ 9:15  スタッフ打ち合わせ 

10:00～10:10  競 技 スラローム（15ゲート）決勝１回目 

10:30～10:40  競 技 スラローム（15ゲート）決勝２回目 

11:00～11:10  競 技 ワイルドウォーター（スプリント）決勝１回目 

11:30～11:40  競 技 ワイルドウォーター（スプリント）決勝２回目 

12:00～       表彰式 

【カヌースプリント競技】６月５日（日） 

8:00～ 8:30  受付・検艇 

 8:30～ 9:00  開会式 

 9:00～ 9:10  競技役員打ち合わせ 

9:30～11:45  競 技（予選・決勝） 

12:00～     表彰式・閉会式 

 

７．種 目   第７５回福島県総合体育大会カヌー競技会 

種  別 種                        目 

男  子 

  カヌースラローム     Ｋ－１   15～20ｹﾞｰﾄ 

 カヌースラローム     Ｃ－１   15～20ｹﾞｰﾄ 

  カヌーワイルドウォーター Ｋ－１    ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 

成年男子 
  カヌースプリント     Ｋ－１   500M 

  カヌースプリント     Ｃ－１    500M 

女  子 

  カヌースラローム     ＷＫ－１  15～20ｹﾞｰﾄ 

 カヌースラローム     ＷＣ－１  15～20ｹﾞｰﾄ 

  カヌーワイルドウォーター ＷＫ－１   ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 

成年女子 
  カヌースプリント     ＷＫ－１  500M 

 カヌースプリント     ＷＣ－１  500M 

少年男子 
  カヌースプリント          Ｋ－１     500M 

  カヌースプリント          Ｃ－１     500M 

少年女子 カヌースプリント          ＷＫ－１   500M 



第３５回福島県カヌー競技選手権大会 

種  別 種        目 

男  子 
  カヌースラローム     Ｋ－１   15～20ｹﾞｰﾄ 

 カヌースラローム     Ｃ－１   15～20ｹﾞｰﾄ 

成年男子 
 カヌースプリント     Ｋ－１   500M 

  カヌースプリント     Ｃ－１   500M 

女  子 
  カヌースラローム     ＷＫ－１  15～20ｹﾞｰﾄ 

 カヌースラローム     ＷＣ－１  15～20ｹﾞｰﾄ 

成年女子 
カヌースプリント     ＷＫ－１  500M 

 カヌースプリント     ＷＣ－１  500M 

少年男子 

  カヌースプリント （高校） Ｋ－１   500M 

  カヌースプリント （高校） Ｋ－２   500M 

  カヌースプリント （高校） Ｋ－４   500M 

  カヌースプリント （高校） Ｃ－１   500M 

  カヌースプリント （高校） Ｃ－２   500M 

カヌースプリント （高校） Ｃ－４   500M 

  カヌースプリント （中学） Ｋ－１   500M 

  カヌースプリント （中学） Ｋ－２   500M 

カヌースプリント （中学） Ｋ－４   500M 

  カヌースプリント （中学） Ｃ－１   500M 

  カヌースプリント （中学） Ｃ－２   500M 

カヌースプリント （中学） Ｃ－４   500M 

  カヌースプリント （小学） Ｋ－１Ａ  200M 

  カヌースプリント （小学） Ｋ－１Ｂ  200M 

 カヌースプリント （小学） Ｋ－２   200M 

少年女子 

  カヌースプリント （高校）ＷＫ－１    500M 

  カヌースプリント （高校）ＷＫ－２    500M 

  カヌースプリント （高校）ＷＫ－４    500M 

 カヌースプリント （高校）ＷＣ－１    500M 

  カヌースプリント （中学）ＷＫ－１    500M 

  カヌースプリント （中学）ＷＫ－２    500M 

  カヌースプリント （中学）ＷＫ－４    500M 

 カヌースプリント （中学）ＷＣ－１    500M 

  カヌースプリント （小学）ＷＫ－１Ａ  200M 

  カヌースプリント （小学）ＷＫ－１Ｂ  200M 

 カヌースプリント （小学）ＷＫ－２   200M 

※種目のカヌースプリント（小学）Ａは競技艇とし、Ｂは普及艇とする。 

    よってＡ・Ｂの両種目に出場することはできない。 

 

８．競技上の規定及び方法 

    （１）各種目のコースとレース方法 

     ・カヌースラローム     １５～２０ゲート（２漕１採） 

     ・カヌーワイルドウォーター  スプリントレース（２漕１採） 

     ・カヌースプリント     ５００ｍ・２００ｍ（６レーンによる予選・決勝） 

    （２）発艇間隔 

     ・カヌースラローム     １分間隔を原則とする。 

     ・カヌーワイルドウォーター  １分間隔を原則とする。 

     ・カヌースプリント     ８分間隔を原則とする。 



    （３）使用艇 

     ・カヌースラローム     原則として自艇を使用する。 

     ・カヌーワイルドウォーター  原則として自艇を使用する。 

     ・カヌースプリント      原則として貸与艇を使用するが、持ち込み艇の場合は当日受付の

際に検艇を行う。 

    （４）その他については、公益社団法人日本カヌー連盟競技規則に基づき行う。 

 

９．参加資格・参加料・申込み 

    （１）２０２２度福島県カヌー協会に登録加入している者、国民体育大会ふるさと選手制度による「ふ

るさと登録」をしている者であること。なお、「ふるさと登録」のみでの選手は、第７５回福島

県総合体育大会種目のみに限る。 

    （２）各種目における参加資格 

共通： 

成年種目に参加できる者は、平成１６年４月１日以前に生まれた者。 

少年種目に参加できる者は、平成１６年４月２日以降に生まれた者。 

県総体： 

カヌースプリント種目の少年種別については、平成１９年４月２日から平成２０年４月１日ま

での間に生まれた中学３年生を含む。 

カヌースラローム種目及びカヌーワイルドウォーター種目（各男女種別）については、中学３

年生を含む平成２０年４月１日以前に生まれた者。 

    （３）第７５回福島県総合体育大会は１人１種目の出場とし、第３５回福島県カヌー競技選手権大会は

この限りではないが、時間の考慮はしない。 

    （４）参加料は１人１，５００円とし、申請時に支払うものとする。 

    （５）参加申込みは、カヌースラ・ワイ競技は令和４年４月７日（木） 

カヌースプリント競技は令和４年５月６日（金） 

までに、参加料を添えて大会事務局に申し込む。 

 

１０．表 彰 

   各種目３位まで表彰する。 

 

１１．その他 

    （１）健康診断は、各自の責任において全選手が実施するものとし、健康不良の場合は、出場を認めな

い。 

    （２）競技中の事故についての責任・補償等については、競技者が負うものとする。 

    （３）天候等による大会開催決定等の問い合わせは、大会事務局とする。 

 

１２．大会事務局    〒９６４-０２０２ 福島県二本松市針道字上台１３２番地 

福島県カヌー協会（二本松市東和公民館生涯学習係） 

電話 ０２４３（６６）２５１４ 

担当 小野 真司 

 


