令和元年 8 月 22 日
大阪城コンクリートカヌー実行委員会

大阪城コンクリートカヌー競技大会参加者要項
日程

令和元年 8 月 24 日(土)～8 月 25 日(日)

大会会場全体図（大阪城パークセンターの公園案内図を一部加工）

大阪城コンクリートカヌー競技大会参加者はよくお読みください。
大阪城での開催は初めてであり、事務局においても様々な検討をしておりますが、
至らぬ点があり、ご迷惑をおかけすることが多々あるかと思いますが、ご了承くださ
い。
また、今回のカヌー大会は、特別史跡内での実施であり、様々な制約のもとに実施
しております。そのため、各校の勝手な判断においての行動は、大会運営に支障をき
たす恐れがありますのでお控えください。
大会事務局（問い合わせ先）
近畿高等学校土木教育研究会（大阪城コンクリートカヌー実行委員会事務局）
大阪府立西野田工科高等学校
〒553-0007

建築都市工学系

近藤大地

大阪市福島区大開2-17-62

TEL：06-6461-0023

FAX：06-6461-3483

E-mail：taichi_1982jp@yahoo.co.jp
大会ホームページ：http://nch2015.jp/concrete-canue/

大会参加校（艇）一覧
地域

番号

学

1

大阪府立西野田工科高等学校

串勝つ

2

大阪市立都島工業高等学校

Stream

3

京都市立京都工学院高等学校

勝福艇

4

京都市立京都工学院高等学校

大和桜

5

奈良県立御所実業高等学校

金闘丸

6

奈良県立吉野高等学校

よしの

7

兵庫県立篠山産業高等学校

黒豆隊

8

兵庫県立篠山産業高等学校

Fighting Boars

9

兵庫県立龍野北高等学校

播州丸

10

兵庫県立東播工業高等学校

ジーニー

11

兵庫県立豊岡総合高等学校

豊岡総号

12

兵庫県立兵庫工業高等学校

冷奴

13

神戸市立科学技術高等学校

Leopard号

和歌山

14

和歌山県立和歌山工業高等学校

米米だいすき丸

岡山

15

岡山県立新見高等学校

珍宝

16

香川県立多度津高等学校

四面楚歌～城下から勝利へ～

17

香川県立坂出工業高等学校

我意な奴

高知

18

高知県立高知工業高等学校

直線大王

広島

19

広島県立福山工業高等学校

覇七虎ちゃん

高専

20

和歌山工業高等専門学校

船本丸

専門学校

21

修成建設専門学校

修成丸

種別

校

名

艇

名

大阪

京都

奈良

兵庫

陰金丸

香川

1

タイムスケジュール
第1日目【8/24(土)】

第2日目【8/25(日)】

7

8

9

8:30 役員集合・会場設営

8:30 役員集合

※9:00より各校カヌーの搬入
随時受付

9:00 選手集合・受付・代表者説明会
9:15 着水作業開始
10:00 競漕の部
予選第1組から順次開始

10

11

12

11:30～12:30 昼食

昼食は各校で随時

12:30 代表者説明会（引率教員）
13:00 開会式

13

14

13:30～15:15 ポスターセッション
（製作の部審査）
※並行してデザイン投票受付
（～16:30）

14:30 閉会式

15 移動

16

15:30 カヌー搬出（予定）・片付け
※遠方の学校より搬出

15:45～16:45
講演会
場所：大阪合同庁舎第一別館
2階大会議室
17:00 解散

17

18
※あくまでも予定です。大会の進行状況等により変更の場合もございますので、当日の連
絡をよく聞いておいてください。
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カヌー搬入出時について
・トラックからのカヌーの積み下ろしは下記に示す場所（トラック駐停車場所）で行ってください。
・トラック駐停車場所は一般道路上となります。積み下ろしにつきましては、すみやかに行い、作業
が終わればトラックをすぐに移動させるようにしてください。
・一度に多数の学校がトラック駐停車場所に集まると、混雑して周辺に迷惑がかかりますので、カヌ
ー積み下ろしの時間指定にご協力ください。※搬入時の各校の荷下ろし時間については下表をご確
認ください。もし不都合などございましたら事務局（近藤）までご連絡ください。
・トラック駐停車場所から会場まで約 450m あります。途中、ロードトレイン（園内周遊のトレイン
バス）コースのルートを横断しますので、ロードトレイン優先のうえ、周囲に注意をしながら運搬
をお願いします。
・到着しましたら、スタッフの指示に従い、カヌーは指定の場所に置いてください。その際にプレゼ
ン用パネル（発表用の A1 版パネル）をカヌー横に並べておいてください。また、立てかけること
ができるようにポスターフレームなどに入れる対応をお願いします。
・カヌー運搬以外の乗用車につきましては園内もしくは近隣の有料駐車場をご利用ください。なお、
大会関係者としての割引等はございません。
・カヌー搬出時の時間につきましては、大会終了後からとなるため、当日のご案内となります。搬出
順序は遠方の学校を優先させていただきます。

【搬入時】各校カヌー荷下ろし時間
時間

学校名

9:00～9:20

修成建設専門学校

9:20～9:40

龍野北高校

9:40～10:00

吉野高校

10:00～10:20

京都工学院高校

10:20～10:40

和歌山高専

10:40～11:00

時間調整枠

11:00～11:20

多度津高校

11:20～11:40

新見高校

神戸科学技術高校 篠山産業高校

東播工業高校 兵庫工業高校
御所実業高校
和歌山工業高校

豊岡総合高校

坂出工業高校 高知工業高校
福山工業高校

※西野田工科高校、都島工業高校については、会場準備とともに前日搬入
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カヌー搬入後のトラック及び生徒動員用バスの待避場所について
・大阪城公園内にはトラック用の駐車場はございません（大型駐車場はバスのみ）
。
・トラックはカヌーの荷下ろし後、すみやかに移動していただきますので、搬入後にトラックの待避
場所が必要な場合は下図の場所にお願いします。ただし、警備の関係上、駐車のための対応時間は
下記のとおりです。駐車後の車の出し入れは不可としますのでご了承ください。また、カヌー積み
下ろし前の時間調整のための待機場所としてのご利用はご遠慮ください。
・生徒動員用バスにつきましても同様にご対応願います。
・8 月 24 日（土）

9:00～12:30

・8 月 25 日（日）

14:00～17:00

・警備の関係上、待避場所をご利用される学校につきましては、事前にご連絡願います。
待避用駐車場場所
大阪市港区弁天 1 丁目 5
（大阪市立市岡商業高校グラウンド跡地）

詳細な地図は、当日に
カヌー搬入場所にて配
布します

受付について
・会場につきましたら、大会本部にて必ず受付を済ませてください。大会費用等はこちらでお支払い
ください。
・大会参加者（事前申込者）は全員保険に加入していただきます
※募集要項には 100 円と記載しましたが、今年は大会が 2 日間のため 200 円を徴収させていただく
ことにしました。ご理解のうえご了承ください。保険の加入は主催者側で一括して申込みます。
・競漕会当日の保険加入手続きはできません。保険未加入者は大会に参加できません。
・大会 2 日目についても、会場本部にて受付をお願いします。

代表者説明会・開閉会式について
・受付後、12:30 より代表者説明会を行います。各校の引率教員 1 名は必ず出席してください。
・開会式・閉会式は参加者全員参加してください。定刻通りに始められるよう開始時刻の 5 分前まで
には集まるようにしてください。
・大会 2 日目(8/25)にも受付・代表者説明会を行います。
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ポスターセッションについて
・各校から審査員として 1 名の教員の派遣をお願いします。引率教員が兼ねても構いません。審査を
担当される先生は、自校を除くすべてのチームについて審査をお願いします。
・ポスターセッションは、カヌーの特徴について、1 チームずつ発表いただきます。発表時間は 1 校
3 分以内とし、ステージに上がるのは 1 チーム 3 名までとしてください。
・発表時には、プレゼン用パネル（A1 版パネル）を用いて説明をお願いします。その他説明用に補
助物品を用いても構いません。審査員が審査を行い、製作の部の評価とします。
・発表は番号順とします。すべてのチームがステージに集まると混雑しますので、発表時間が近づき
ましたら、ステージ脇にて準備をお願いします。
・発表が終わったチームはすみやかにステージをおりて、プレゼン用パネルをカヌー横の位置に戻し
てください。

講演会について
・時間になりましたら、スタッフが講演会会場まで誘導します。（場所は下図を参照）
・メイン会場から講演会会場まで約 30 分（約 1.5km）です。スタッフの誘導と別行動で会場へ向か
う場合は、講演開始時間に遅れないようくれぐれもご注意願います。
・会場へ向かう際はメイン会場から離れることになりますので、貴重品等の管理には十分お気を付け
ください。
・講演会の間にも一般来場者が人気投票を行っておりますので、移動時にカヌーへのカバーはしない
でください。
・講演会へは参加者全員が出席することを原則とします。
・講演会終了後、全体に向けて次の日の諸連絡を行い、その後、自校のテントの片付けやカヌーへの
カバーの取り付け等を行うためにメイン会場へ戻り、作業が済み次第流れ解散とさせていただきま
す。なお、メイン会場へ戻る際のスタッフの誘導はありません。
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カヌー着水時及び引き上げ時について
・競漕の部 予選第 1 組及び第 2 組のカヌーにつきまして、競技前にカヌーを堀内へ着水させます。
着水作業に時間がかかりますので、その他のカヌーにつきましては予選第１組の競技開始後順次入
れていきます。競技役員より指示がありましたら、すみやかにカヌーを待機位置までお持ちくださ
い。
・クレーンでのカヌーの積み上げから堀内への着水まで、作業に危険が伴うことから、基本的には協
力業者のスタッフで行いますが、各校 2～3 名の補助をお願いします。ただし、桟橋内へ立ち入る者
につきましては救命胴衣の着用を義務づけています。
・協力業者スタッフによるカヌーの積み上げ等には十分に注意を払いながら作業を行っていただきま
すが、万が一のトラブルにつきましては免責とさせていただきます。
・着水後のカヌーの誘導は下記の図のように紐で引っ張って行います。そのため、カヌーの船首及び
船尾等に紐を引っかける箇所を用意してください。
・カヌーの引き上げについても、着水の逆手順により行っていきますので、競技役員から指示があり
ましたら、引き上げの準備をお願いします。
・クレーンの周辺は危険ですので立ち入り禁止とします。十分お気をつけください。

カヌーつり上げ
イメージ

カヌーの競漕時について
・カヌーの乗艇時並びに桟橋への立ち入り時には救命胴衣の着用を義務づけます。救命胴衣を着用せ
ず乗艇した場合は失格となります。※救命胴衣は、各校での持参が原則です。
・競漕時には救命胴衣の上に大会事務局で用意したビブスを着用してください。
・カヌーの漕ぎ手（以下、クルー）登録者数に制限は設けませんので、レース毎のクルーの交代は自
由とします。
・当日の競漕会場での練習時間は設けていません。ただし、競漕準備の移動時などは除きます。
・カヌーが沈没もしくは転覆して、以後のレースに参加できない場合は本部に申し出てください。
・競漕会場には、事故・トラブルに対応のため、救助艇が 1 艇待機します。
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・沈没もしくは転覆したカヌーおよび競漕タイム超過により途中棄権したカヌーは、救助艇によりゴ
ール地点まで曳航します。
・緊急時以外、桟橋やカヌーから水面に飛び込むなどの危険な行為は禁止です。
・クルーあるいはその他関係者が危険な行為、遊泳を行った場合は失格とします。
・カヌーが石垣に接近した場合は、救助艇が緊急発進します。緊急発進に伴う波などにより競漕に影
響が出る可能性もありますが、レースは有効とします。石垣（コンクリート護岸を含む）の保護は
最優先させていただきます。

《カヌー競漕ルール規定》
①カヌーは 2 人乗りとし、直線コース 150m(予定)の往復で競漕を行う。
②スタートラインは、2 つのブイを結んだ線上とする。
③各カヌーは、カヌー先端がスタートラインを超えない位置で横一列に並び（数 cm 程度のずれは許
容）
、スターターのピストルによる合図でスタートする。
④レースは、ブイで示すレーン内で行う。レーンの右端および左端のブイを超えた場合は、漕ぐのを
やめ、進行方向を修正しなければならない。堀内の水上において石垣（コンクリート護岸を含む）
に接触（身体やパドルも含む）した場合は、その時点をもって失格とする。
⑤他のカヌーの競漕を妨害してはならない。指示に従わない場合や悪質な行為が見られた場合は失格
とする。
⑤150m(予定)先にあるいずれかの折り返し用のブイを回り込み、折り返しを行うこと。
⑥カヌーの先端がゴールライン（スタートライン）上を通過したときをゴールとみなす。
⑦競漕の制限時間は 10 分(予定)とし、超過した場合は途中棄権とする。
⑧予選の競漕は各艇 2 回行い、そのうち良い方のタイムを記録とする。
⑨予選の記録をもとに順位付けを行い、上位 10 艇が準決勝に進出できる。
⑩準決勝の競漕は各艇 1 回のみとし、タイムにより順位付けを行い、上位 5 艇が決勝に進出できる。
⑪決勝の競漕は各艇 1 回のみとし、タイムにより順位付けを行う。
⑫1 つのレースを 4～5 艇で競漕を行い、予選 10 レース（5 レース×2 回）
、準決勝 2 レース、決勝 1
レースの計 13 レースを実施する。

各部門の審査要領について
「製作の部」
ポスターセッション時に各チームから発表いただいた説明と事前に提出いただいた資料（事前資料）
をもとにカヌーの特徴やアイデアについて、5 段階で評価を行う。製作の部の成績はこれらの評価を
合計した点数で順位をつける。
※各校の審査員は自校の艇については審査を行わない。
「デザインの部」
大会参加者の他、一般の来場者にも投票用紙を配布し、投票を行ってもらう。仕上がりのきれいさ、
ユニークな発想とオリジナリティに優れたデザインのカヌーを 1 艇選んでもらい、最も投票数の多い
チームを表彰する。
「競漕の部」
競漕規定のルールに基づき順位を決定する。
「総合の部」
製作の部・競漕の部の各順位による点数の合計点で総合順位を決定する。
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雨天時等の対応
【8 月 23 日（金）
】
悪天候により大会の開催が危ぶまれる場合は、8 月 23 日（金）10 時時点で、大会実施の可否を事務
局にて判断し、11 時までに大会 HP 及びメールにて連絡する。もし、悪天候により桟橋設置が遅れる
場合は大会スケジュールの変更又は大会を中止する場合がある。
台風等による継続的な警報
【8 月 24 日（土）
】
大阪市に「大雨」
「洪水」
「暴風」警報のいずれかが発令された場合、
①午前 7 時までに解除されている場合は予定通り実施。
②午前 7 時から 9 時までに解除された場合、搬入時間を 2 時間スライドし、ポスターセッションを中
止する。講演会も場合により中止する。
③午前 9 時の時点で解除されていない場合は、1 日目の予定を中止する。
【8 月 25 日（日）
】
大阪市に「大雨」
「洪水」
「暴風」警報のいずれかが発令された場合、
①午前 7 時までに解除されている場合は予定通り実施
②午前 7 時から 9 時までに解除された場合、予定を 1 時間スライドし、競漕の部を実施する。
ただし、予選は 1 回のみとする。
③午前 9 時の時点で解除されていない場合は、2 日目の予定を中止する。
ゲリラ豪雨等による一時的な雷雨
・大会開催中の一時的な強い雨や雷があった場合、大会を一時中断することがある。
・大阪市に「大雨」「洪水」「暴風」警報のいずれかが発令されたとき、その後 1 時間継続して発令さ
れている場合は、事務局の判断で中止することがある。
・大会中断の際、進行具合によっては、大会を早期に終了（大会成立）とする判断を下す場合もあ
る。
その他
・上記の他、大会中にトラブルが発生した場合は大会事務局にて中断又は継続の可否を判断する。
・ポスターセッションについては、雨天の場合、状況により講演会会場にて実施する場合もある。
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会場におけるその他注意事項
・各校で設置するテントにつきましては、指定エリア内（表紙のマップ参照）でお願いします。スペ
ースが限られていますので、各校譲り合っての場所取りをお願いします。
・テント設営する際は史跡保護のためペグの打ち込みを 20cm 以内に制限されています。
・テント設置エリアは立ち入り自由なため、貴重品を含めた荷物は各校で厳重に管理してください。
・カヌーは、大会 1 日目終了後は園内に放置します。夜間警備員を 2 名態勢で配置して監視はさせて
いただきますが、何かあった場合の責任までは負いかねますのでご了承ください。安全のため、講
演会終了後にカバー（ブルーシートなど）で覆うなど各校で対応をお願いします。
・トイレは公園内に数カ所ございます（受付時配布の園内マップ参照）
。
・更衣テントは 1 箇所のみです。男女で更衣時間を分けさせていただきます。更衣時間につきまして
は当日ご連絡させていただきます。
・会場内に手洗い用蛇口が 1 箇所ございます。自由にご利用いただいて構いませんが、公共物ですの
で、一般の方も利用されますので譲り合ってご利用ください。
・体調を崩した学生がいましたら、救護テントまでご連絡ください。重症の場合は救急車や病院へご
案内させていただく場合がございます。
・昼食（弁当）の斡旋は行いません。会場周辺にはコンビニエンスストアやレストラン等が多数ござ
います。
・大阪城の堀は特別史跡に指定された重要文化財です。競漕時または応援時に傷つけないよう十分に
気をつけてください。
・堀内へは環境保全のために、汚濁物を流さないように十分注意してください。
・会場内にはゴミ箱を設置しておりませんので、ゴミは各自でお持ち帰りいただくようご協力くださ
い。
・園内施設および会場内の物品等を壊したり傷つけたりしないようお気を付けください。弁償してい
ただくことになります。
安全及びスムーズな大会運営のためにも注意事項を厳守し、主催者・スタッフの指示に従っていた
だきますようよろしくお願いいたします。
何か疑問点などございましたら、大会事務局（近藤）までお願いします。
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