開催実施要項
□大会名称

本栖湖パドルチャレンジ 2018
（兼 第１回 SUP ジュニアユース選手権大会）

□開催日

2018 年 6 月 30 日(土)

□開催地

山梨県 本栖湖 (浩庵キャンプ場)

□主催

身延町,身延町教育委員会

□共同主催

本栖湖パドルチャレンジ実行委員会

□公認

SUPA /日本スタンドアップパドルボード協会

□協力

身延町体育協会,本栖湖観光協会、下部観光協会、本栖湖西部観光協会、浩庵、
JSO /日本 SUP 振興会

□協賛

各社

□競技種目

SUP ロングディスタンスレース
風向やその他の気象条件によりコースを変更する

□競技日程

□募集人数

6:00

キャンプ場入場受付 (浩庵キャンプ場入口)

6:30

浩庵キャンプ場開門予定

7:00~8:00

レジストレーション（キャンプ場内大会本部テント）

8:30

開会式/レースガイダンス（大会本部前）

9:30

ジュニアクラス 6km, ユースクラス 6km（sup ジュニア選手権）

10:30

6km レーススタート予定（オープン、インフレータブル,サーフボード）

11:30

キッズクラス 3km, キッズクラス 1km（sup ジュニア選手権）

13:00

3km レーススタート予定（オープン,インフレータブル、
サーフボード）

14:00

FUN EVENT ドラゴンジャパンシリーズ(チーム対抗戦)スタート予定

15:30

表彰式/閉会式（大会本部前）

オープン 14,0”アンダークラス 6km
オープンインフレータブル 14,0”アンダークラス 6km
オープン 12’6”アンダークラス（SUPA 全日本予選）6km
オープンインフレータブル 12’6”アンダークラス（SUPA 全日本予選）6km
サーフボードクラス(12’5”アンダー(SUPA 全日本予選)

6Km

オープン 12’6”アンダークラス 3Km
オープンインフレータブル 12’6”アンダークラス 3Km
ナッシュワンクラス 3km(インフレータブルクラス 3Km よりピックアップ表彰)
サーフボードクラス(12’5”アンダー,SUPA 規定)

3Km

＊インフレータ―ブル SUP ジャパンツアー2018 ランキング対象対象
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第１回 SUP ジュニアユース選手権大会
ユースクラス 6km（高校生）16 歳から 18 歳
ジュニアクラス 6km（中学生） 13 歳から 15 歳
キッズクラス 3km（小学生高学年） 10 歳から 12 歳
キッズクラス 1km（小学生低学年） 6 歳から 9 歳
FUN EVENT
□参加費

Dragon Japan Series(ドラゴンジャパンシリーズ)

\6,000(参加賞あり)

SUPA 会員のみ￥5.000

＊6km、3km ダブルエントリー￥10,000 (SUPA 会員￥9,000)
（6/23 以降レイトエントリー￥2.000 追加徴収）
＊第１回 SUP ジュニアユース選手権大会
ジュニアクラス 6km, ユースクラス 6km \5,000(参加賞あり)
キッズクラス 3km, キッズクラス 1km
＊ドラゴンジャパンシリーズ

\2,000(参加賞あり)

参加費１チーム￥2000

参加希望の方は大会エントリーは別途デジエントリーに４人１組のチームで申し込み
すること。
（なお、チームメンバー４人がレース種目にエントリー済選手の場合￥1000
受付にて、キャッシュバック）
ドラゴンジャパンシリーズの競技ルールなどは別途参加決定チームにメールにて詳細
を連絡致します。
□ｴﾝﾄﾘｰ方

PC や携帯からデジエントリーHP 上より申込み
（コンビニ支払い,ペイジー,クレジットカードが可能。）

□ｴﾝﾄﾘｰ締切

2018 年 6 月 22 日(金) デジエントリー申込入金確認分まで。
レイトエントリー2018 年 6 月 24 日（日）デジエントリー申込入金確認分まで

□問い合わせ

〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内 1173-3
（有）オフィスアビーム内 本栖湖パドルチャレンジ大会事務局
TEL.046-877-5440

□表彰

E-MAIL: nwa@jc5.so-net.ne.jp

各クラスメンズ 1 位～3 位、ウィメンズ 1 位～3 位
各クラス別年齢別表彰あり/年齢別クラスはレース当日の満年齢で識別する
(尚、ジュニア大会が同時開催のため、18 歳以下のエイジ別表彰なし)
ドラゴンジャパンシリーズ 1 位～2 位
SUPA ジュニア選手権大会
ユースクラス 6km（高校生）16 歳から 18 歳 1 位～6 位
ジュニアクラス 6km（中学生） 13 歳から 15 歳 1 位～6 位
キッズクラス 3km（小学生高学年） 10 歳から 12 歳 1 位～6 位
キッズクラス 1km（小学生低学年） 6 歳から 9 歳 1 位～6 位

□条例

本栖湖でのレジャー条例により″浮力体″の着用が義務づけられてます
参加者は浮力体を各自で持参して下さい
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□その他の規定

参加者はリーシュコードを着用して下さい

天候:

7 月上旬の現地予想 気温 20 度前後、水温 17～18 度

注意事項:

湖岸の溶岩石で足を切る可能性がありますのでブーツ着用をお勧めします

浩庵キャンプ場駐車場代金

1 台/1 日\500-

キャンプ場施設使用料

1 名/1 日\400-

(参加選手外の方でも同行されキャンプ場に入場される方にはお支払い頂きます)

大会会場のご案内

アクセス及びロッジ/キャビンでの宿泊,
キャンプ場使用,の問い合わせ先
“浩庵″am10:00～17:00
〒409-3104
山梨県南巨摩郡身延町中ノ倉 2926
TEL 0556-38-0117
e-mail: kouan@mx6.nns.ne.jp

特別宿泊案内
今回のジュニア SUP 大会に出場のご家族様は下記の施設では特別料金で宿泊できます
この機会に身延町の温泉宿などでお寛ぎください

下部温泉旅館組合加盟宿
施設名

連絡先

大人料金（税別）

特典

≪下部温泉旅館組合加盟宿≫
古湯坊 源泉館

0556-36-0101

12,500 円～

元湯 橋本屋

0556-36-0006

9,000 円～

週末 1 泊 2 食付き

ホテル守田

0556-36-0111

13,800～

料金の１０％割引

さのや旅館

0556-36-0256

8,500 円～

≪みのぶ自然の里≫

0556-42-3181

3,500 円～
（1 室 4 名利用・食事別）
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宿泊料金の１０％割引

※町で斡旋はしておりませんので、ご予約・お問い合わせは直接宿にお願いします。
その際に「ジュニア SUP 大会参加者です」とお伝えください。
※お部屋の確保はしてはおりませんので、満室の際はご容赦ください。
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