
平成２３年度 JOC ジュニアオリンピックカップ 

第 ９ 回 全 日 本 ジ ュ ニ ア ボ ー ト 選 手 権 大 会 

（兼）2011 年Ｕ１９日本代表選手選考会 

〔 実 施 要 項 〕 

 

主 催  （財）日本オリンピック委員会 （社）日本ボート協会  菊池市 

主 管  九州ボート連盟 熊本県ボート協会 

後 援  熊本県（財）熊本県体育協会 菊池市体育協会 熊本日日新聞社 

協 力 （財）全国高体連ボート専門部 熊本県高体連ボート専門部 

１．期  日 

    (1) 開会式 平成 23年 6月  9日（木）15:00～ 

    (2) 競 技 平成 23年 6月 10日（金）～12日（日）3日間 

    (3) 表彰式 平成 23年 6月 12日（日）競技終了後 

２．会  場 

    (1) 開会式 菊池市文化会館 （菊池市亘 32） 

            TEL 0968－24－1101  FAX 0968－24－1103 

    (2) 競 技 菊池市斑蛇口湖ボート場（菊池市班蛇口 525‐5） 

           TEL 0968－27－1680  FAX 0968－27－1681 

    (3) 表彰式 菊池市斑蛇口湖ボート場 ※雨天時艇庫内 

３．種  目 男・女共通 シングルスカル 距離 2,000ｍ 

４．競技日程 6月 10日（金） 予選・敗者復活 

       6月 11日（土） 準決勝・順位決定 

       6月 12日（日） 決勝 

５．競技規定 （社）日本ボート協会競漕規則に準ずる。 

６．参加資格 

    (1) 各都道府県ボート協会所属の加盟団体員で、日本ボート協会に平成 23 年度

選手登録をした者。 

    (2) 平成 23年 12月 31日時点で 18歳以下である者。 

      （平成 5年 1月 1日以降に出生した者に限る。） 

７．参加制限 

(1) 男女各 78名を限度とする。 

       (2) 下記①～③を選考基準として、日本ボート協会が選手を推薦・選出する。 

①前年度のインターハイ・国体・選抜大会等で、入賞した実績のある選手。 

②平成 22年度全国通信制エルゴ大会（20分）・マシンローイング大会(2000m)

で下記の公式記録を基準(原則)とする。 

男子 5,400ｍ/20分    女子 4,700ｍ/20 分 

男子７分 00秒/2,000ｍ  女子 8分 00秒/2,000ｍ  

③全国高体連ボート専門部が推薦する選手。 

８．登録人数 シングルスカル  監督１名  選手 1名 

 

 

 

 



９．ＩＤカードの発行 

     リギング広場から桟橋まではＩＤカードを所持している者のみ入場を許可さ

れる。 

     手順 

①選手は、別紙「ＩＤカード写真送付用紙」に顔写真を貼付し、全日本ジュニ

アボート選手権大会事務局に４月２２日(金)（必着）までに郵送してくださ

い。 

     ②会場到着後、艇庫の受付でお渡しします。 

     ③会場では、常にＩＤカードを携帯してください。 

特にリギング広場・艇置場・桟橋へはＩＤカードがないと入れません。 

     ④監督・役員は別途、ＩＤカードを発行します。（写真は必要ありません） 

 

10．参加申込 

日本ボート協会から平成 23 年 4月 6日（水）以降、所属団体へ選出された 

選手を通知する。 

 

    （１）申込方法 

１部を郵送で、日本ボート協会へ、１部を E-mail で菊池市実行委員会へ。 

①【郵送】（社）日本ボート協会宛 参加申込書１部。 

(社)日本ボート協会 

〒150－8050 東京都渋谷区神南 1-1-1 岸記念体育会館内 

 TEL 03－3481－2326 

②【E-mail】菊池市実行委員会宛 参加申込書１部。 

※参加申込書様式（エクセルデータ）が必要な方は下記まで連絡ください。 

（送信先）E-mail: shakaitaiiku@city.kikuchi.lg.jp 

（連絡先）全日本ジュニアボート選手権大会事務局 

           〒861－1392 熊本県菊池市隈府９０４－１ 

菊池市役所第 2庁舎内 菊池市教育委員会社会体育課 

           TEL 0968‐25‐7234 FAX 0968‐24‐7222 

（２）申込期限 平成 23年 4月 22日（金）必着 

（３）出 漕 料 シングルスカル  7,000 円 

               平成 23 年 4 月 22 日（金）までに下記へ振り込むこと。入金

後の返金はしない。（弁当代振込先も同じです。） 

       指定銀行 肥後銀行 菊池支店 

       口座番号 普通 １６５１０８１ 

       口座名義 ジュニアボート事務局 会計 清水 春香 

11．表  彰 

（１）男女各優勝者に、優勝杯（持ち回り）と JOC ジュニアオリンピックカップ

を授与する。 

（２）男女とも 3 位までの選手にメダルを授与し、6 位までの選手に賞状を授与

する。 

 

mailto:shakaitaiiku@city.kikuchi.lg.jp


12.代表者会議 

     日 時  平成 23年 6月 9日（木）開会式終了後 

     場 所  菊池市文化会館（大ホール）   TEL 0968‐24‐1101 

13. マネージャーミーティング 

     日 時  平成 23年 6月 10日（金）･11 日（土）最終レース終了 30分後 

     場 所  レース会場会議室  TEL 0968－27－1680 

          ※諸連絡･レース結果･組合せ等の報告を行う。      

14．Ｕ１９日本代表選手の選考 

          （１）2011 年Ｕ１９日本代表選手は、本大会に出場した選手全員の中から選手

選考委員会が選考し、発表する。 

     （２）2011年度派遣大会の選定及び大会派遣選手の選考は、日本ボート協会競

技力向上委員会が実施し、理事会の承認を経て発表する。 

15．組み合わせ 

競漕委員会がその責任において組み合わせ抽選を行う。 

16．使 用 艇 

     自艇参加を原則とするが、借艇を男女各 10 艇程度準備予定。 

     借艇料は１日１艇 500円とする。なおキャンセルは７日前までとする。 

17．艇の計量 

     艇計量用スケール２台を会場に設置する。練習期間中の艇計量は選手各自で行

う。 

18．ドーピング検査 

     全競技参加者の中から抽出された者を対象に採尿、採血によるドーピング検査

を大会期間中に行うことがある。 

19．健康保険証の携帯 

     大会参加者は会期中、健康保険証を携行すること。 

20．個人情報の取り扱い 

     申込みいただいた個人情報は、大会運営の範囲内で使用します。 

21．事務連絡 

（１）オール及び救命具は、各自持参すること。（予備も含む） 

（２）競技中の疾病・傷害等の応急手当は主催者でするが、その後の責任は負わな

い。 

（３）オール送り先 

      〒861－1671 菊池市班蛇口 525－5   菊池市斑蛇口湖ボート場 

TEL 0968－27－1680  FAX 0968－27－1681 

（４）大会３日前までにはコース設営が終了するので、6月 7日(火)から練習可能。 

22．その他・諸会議 

会 議 名 日   時 場   所 

審判員会議 6月 9日（木）17：00 菊池市文化会館（小ホール） 

強化委員会 6月 10日（金） 斑蛇口湖ボート場 

選考委員会 6月 12 日（日） 斑蛇口湖ボート場 

 


