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レースコンセプト
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「和製コナ・レース」を⽬指して

「世界最⼤のロングディスタンスレース」と呼ばれるQueen Lili’uokalani
Canoe Race、通称「コナ・レース」。

毎年9⽉の最初の週末にハワイ島のカイルア・コナで開催される、この伝
統あるアウトリガーカヌーレースに参加した経験のある⽇本⼈パドラーも
少なくないと思います。100艇以上のカヌーが横⼀線に並ぶスタートの光
景はスケールが⼤きく、早朝のスタートで海況が穏やかな往路がWomens、
⾵が出てラフになる復路がMens、ひとつのカヌーを男⼥で乗り換えて使
うという点も特徴的なレースです。

この「コナ・レースの⽇本版」を開催したい。
そして⽇本初のインターナショナルレースとして海外チームも招聘したい。
そんな想いから、この“THE RACE”の開催を計画しました。

スタートは古都・鎌倉の材⽊座。世界⽂化遺産である⽇本最⾼峰の富⼠⼭
に向かってパドルし、江の島を通過して茅ヶ崎のヘッドランドにゴールす
るWomensの往路と、同じコースを反対に茅ヶ崎からスタートし、葉⼭の
“海に浮かぶ⿃居”と呼ばれる名島を回って材⽊座に戻るMensの復路。
相模湾、そして⽇本が誇る名勝を巡る、インターナショナルレースに相応
しいロングコースです。

ハワイなど既に海外の数クラブから「開催されれば参加したい」とのメッ
セージもいただいていますが、コロナの影響で、今回はまだ海外からの参
加募集はできない状況です。
インターナショナルレース化は来年以降の⽬標とし、今年は第1回として、
まずは国内レースとして開催いたします。

2021年11⽉14⽇。

鎌倉・材⽊座で皆さんをお待ちしております。

2021年10⽉
ワイレアカヌークラブジャパン代表

⽊下 健⼆



レース概要

タイトル “THE RACE”
鎌倉-茅ヶ崎横断アウトリガーカヌーレース

開催⽇程 2021年11⽉14⽇（⽇）
※⼩⾬決⾏、荒天の場合は中⽌

場所／会場 鎌倉材⽊座、茅ヶ崎

主催 ワイレアカヌークラブジャパン
協⼒ Fareast Wingsurfing School

カテゴリー 往路︓鎌倉材⽊座→茅ヶ崎Tバー（約15km）
①Womensオープン（年齢無制限）
②Womensマスターズ（40歳以上）
③Mix（年齢無制限、⼥性3⼈以上）

復路︓茅ヶ崎Tバー→葉⼭名島→鎌倉材⽊座（約20km）
④Mensオープン（年齢無制限）
⑤Mensマスターズ（40歳以上）

※ショートコース（材⽊座⇆江の島、約10km）も設定予定

エントリー 10⽉17⽇（⽇）受付開始
10⽉31⽇（⽇）受付〆切
エントリーシートを以下までお送りください
club@waileajapan.net

エントリー費 30,000円／1チーム
※10/31までに以下までお振込ください。
振込先︓みずほ銀⾏池袋⽀店 普通2107877 ワイレアカヌークラブジャパン
※含まれるもの（安全管理運営費、保険料、参加賞）
※ショートコースも同⾦額とさせていただきます
※カヌーレンタル費 1チーム6,000円／往復12,000円
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当⽇のスケジュール
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8:00 レジストレーション開始(検温及び健康チェックシート提出)

8:30 開会式・競技説明
ビーチクリーン

9:45 往路（Womens、Mix） 鎌倉材⽊座海岸スタート
※ショートコース（材⽊座〜江の島往復）も同時スタート

12:45 復路（Mens） 茅ヶ崎Tバースタート

15:15 表彰式

当⽇の天候、海況等により⼤幅にスケジュールが変更される場合がござい
ます。予めご了承ください。

茅ヶ崎市漁協との取り決めにより、烏帽⼦岩付近を通過できる時間が12時
以降となったことで、復路のフィニッシュを14:45〜15:00頃と想定して
います。レース終了後、当⽇じゅうのカヌー運搬に無理が⽣じる場合は、
平⽇にたいへん恐縮ですが、翌⽇の運搬などご検討くださるようお願いい
たします。
※11⽉14⽇の⽇の⼊時刻 16:37

なお前⽇にカヌーを材⽊座に運搬される場合は、事前にご連絡ください。
浜置きするスペースをご案内します。
⽊下健⼆（090-3390-4455）
岸井弘⼀（090-8945-7860）



パドラーの陸上移動について
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＜材⽊座＞
材⽊座ではワイレアで6台分の駐⾞場（時間制限無／出⼊り可能。1⽇
1,000円）を⽤意可能です。
10/31のエントリー〆切までに岸井までご連絡ください。
岸井弘⼀（090-8945-7860 koichikishii@gmail.com）

※近くには公営の材⽊座駐⾞場（24h、キャパ63台）やタイムズなど有料
駐⾞場も複数あります。

＜茅ヶ崎＞
茅ヶ崎までは各⾃で移動、駐⾞ください。
最寄りはTバー向かいの茅ヶ崎市公営 東海岸南⾃動⾞駐⾞場（8:30〜
17:30、キャパ60台）です。

mailto:koichikishii@gmail.com


⼤会本部
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＜材⽊座本部＞
材⽊座会岸の⾖腐川の海に向かって左⼿に本部テントを設置します

＜茅ヶ崎本部＞
Tバーの先端近く（海に向かって右サイド）に簡易テントを設置します

材⽊座
本部

茅ヶ崎
本部



レース海⾯図
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往路（女子・Mix）：材木座→江ノ島沖通過→茅ヶ崎 約15km
復路（男子） ：茅ヶ崎→江ノ島沖通過→葉山・名島回り→材木座 約20km

写真①︓葉⼭・名島

写真②︓江ノ島越しに
遠く富⼠⼭を望む

写真③︓茅ヶ崎・烏帽⼦岩

写真①

写真②

写真③

スタート、ゴール含め詳細は当⽇の競技説明で詳しくご説明します

ショートコース ：材木座～江ノ島往復 約10km

定置網の沖を
通過すること



海上安全対策について

＜レース開催可否判断とアナウンスのタイミング＞
• 今回、海上の監視救助対応は、公益財団法⼈⽇本ライフセービング協
会（JLA）に協⼒いただき、運営します。

• レースの開催可否判断にあたっては、JLAや、同じく協⼒をいただく
Fareast Windsurfing Schoolのプロウインドサーファーのアドバイス等
も参考にしながら判断します。

• 前⽇（11/13）の正午頃にはいったんの可否判断を⾏い、各クラブの代
表者に連絡します。

• 天候、海況の急な変化によっては当⽇中⽌の判断もあり得ます。予め
ご了承ください。

※悪天候によりレース中⽌する際はエントリー費は半額返却とさせていただきます

＜レースの監視救助対応について＞
• JLAより以下体制をご協⼒いただきます。

・IRB（救助⽤インフレータブルボート） 3艇
・ライフガード 1艇につきドライバー1名、クルー1名の計6名体制

• 具体的な監視救助⽅法等は当⽇の競技説明にてご説明します。
• 上記の救助艇以外に、本部艇としてIRB（⻩⾊）を1艇⽤意します

＜各チーム、パドラー単位の安全管理＞
• 救命胴⾐（PFD）を必ず個⼈個⼈でご⽤意ください。ライフジャケッ
ト、ベルトタイプのもの等、形式は問いません。

• レースではスペアパドルを1本以上必ず積載してください。
• 1艇につき最低2個のベールを積載してください。
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関係機関、団体との調整

今回、“THE RACE”（鎌倉茅ヶ崎間横断レース）のレース実施にあたり、
下記の関係機関・団体と以下の内容にて調整済みです。

＜漁協関連＞
鎌倉漁業協同組合
腰越漁業競合組合
江の島⽚瀬漁業協同組合
藤沢市漁業協同組合
茅ヶ崎市漁業協同組合
葉⼭町漁業協同組合

＜マリンスポーツ関連＞
鎌倉マリンスポーツ連盟
NSA茅ヶ崎⽀部

＜今後申請予定の機関・団体＞
鎌倉市
茅ヶ崎市

＜調整内容、厳守事項＞
１）全体にかかる調整内容
① レース使⽤海域に安全管理⽤の救助艇および運営艇などを配置し、安
全には⼗分留意する

② 漁船や通航船、プレジャーボート、カヌー、サーフスキー、SUP等が
通る際には、救助艇および運営艇が安全な位置に案内・誘導し、双⽅
の安全確保に努める

２）茅ヶ崎市漁協、藤沢市漁協との取り決め（厳守）
① 共同漁業権エリアに⼊るのは12時以降とする
② 烏帽⼦岩付近を通る刺網漁船、釣船、周遊船が前にいるときはカヌー
は停⽌すること

③ レース当⽇以外での本海⾯におけるレースに向けた練習、未明の暗い
うちからの航⾏など危険な航⾏はしないこと
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陸上安全対策／コロナ対策について（１）

＜陸上安全対策について＞
• 安全および防災対策として、材⽊座本部に救急箱およびAED、茅ヶ崎
本部に救急箱をそれぞれ設置します。

＜コロナ対策について＞
• 2020年10⽉にJOCAで定められた「アウトリガーカヌーレース主催お
よび参加における新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌のためのガイドラ
イン」に準じて対策を徹底します。

※以下、ガイドラインより抜粋

（感染拡⼤防⽌策のための遵守事項）

1. 体調不良の場合（発熱・咳・咽頭痛などの症状があるなど）、同居家族や⾝近な知
⼈に感染が疑われる⽅がいる場合、過去14⽇以内に政府から⼊国制限・⼊国後の観
察期間を必要とされている国や地域への渡航、または当該在住者との濃厚接触があ
る場合は、⾃主的に参加を⾒合わせること

2. マスクを持参すること
3. 参加受付時、着替え時や休憩時などアウトリガーカヌーで海に出ていないとき、会
話をする際にはマスクを着⽤すること

4. こまめな⼿洗い、アルコール等による⼿指消毒を実施すること
5. いわゆる「3密」を避け、他の参加者、主催者スタッフ等とのソーシャルディスタン
スを確保すること（ハグや握⼿などの直接的な接触を避ける）

6. 陸上や観覧艇で⼤きな声での会話や応援をしないこと
7. レース終了後2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対
して速やかに濃厚接触者の有無等について報告すること

（レース受付時の留意事項）

1. 受付窓⼝には⼿指消毒剤を設置すること
2. 参加費等の徴収をできるだけ振込等で⾏い、当⽇の現⾦授受を極⼒避ける
3. 発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある⼈は参加しないよう注意を促す。
受付時に検温を⾏うことによって、発熱者または有症状者の参加防⽌をより徹底で
きる

4. 参加者がソーシャルディスタンスをとって並べるよう配慮すること
5. 受付スタッフはマスクを着⽤すること
6. その他、WebサイトやSNSの活⽤、レース前⽇の受付など、当⽇の混雑を避ける⼯
夫をできるだけ⾏うこと
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陸上安全対策／コロナ対策について（２）

（レース参加者への対応）

1. レース当⽇（あるいは前⽇まで）に参加者から以下の情報（添付の健康チェック
シートをその情報とします）を主催者が保存できる形で提出してもらうこと

2. マスクなどを準備しているか確認すること
3. ⾃クラブの控えテント内、アウトリガーカヌーで海に出ているとき以外ではマスク

を着⽤するよう注意を促すこと（気温や湿度が⾼く熱中症のリスクが⾼くなる場合
や、⼗分な呼吸ができずに体に悪影響を及ぼす可能性がある場合は除く）

4. ⾃クラブの控えテント内での感染拡⼤防⽌策は各クラブで普段から講じている対策
に準じて各クラブで徹底すること

5. レースの前後も含め、参加者同⼠あるいは主催者と参加者間の直接的な接触（ハグ
や握⼿等）を避けるよう注意する

（レース会場にて準備すべき事項）

1. ⼿洗い場所の明⽰、⼿洗いが難しい場合はアルコール等の⼿指消毒液を⽤意するこ
と

2. 利⽤者が密になる場合は⼊場制限を⾏うこと
3. ⾃クラブの控えテント内での感染防⽌対策についてはそれぞれのクラブ毎のルール
に沿って対応してもらうよう促すこと

4. 観客がいる場合は以下を徹底すること
・３密回避、ソーシャルディスタンスの確保
・⼤声での声援や会話を控えたり、会話をする場合にはマスク着⽤を促す

Wailea Canoe Club Japan 11



健康チェックシート
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公益社団法人日本カヌー連盟

健康チェックシート イベント名・競技会名

【基本情報】 ※本イベント・競技会等に参加する方は、受付時に必ずご提出願います。

所属名
代表者名及び

連絡先

フリガナ 生年月日 西暦     年 月 日

電話番号

E-MAIL

住所

【イベント・競技会当日の体温】
当日の体温 起床時体温

/   (    ) ℃

【イベント・競技会前２週間における以下の事項の有無】     ※該当するものに「✓」を記入してください。

チェック欄

⑨ その他（気になることがありましたら記入ください。）

（参加者が未成年の場合）保護者または所属先代表者 確認欄

保護者または所属先代表者の氏名 （関係 ）

電話番号 E-MAIL

確認日     年   月   日

※本健康チェックシートは、本イベント・競技会において新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、参加者の健康状態を
確認することを目的としており、記入いただいた個人情報については、厳正なる管理のもとに保管し、来場の可否及び必要な
連絡のためのみに利用します。また、個人情報保護法等の法令において認められる場合を除きご本人の同意を得ずに第三者に
提供いたしません。但し、イベント・競技会実施会場にて感染症患者またはその疑いのある方が発見された場合に必要な範囲
で保健所等に提供することがあります。

③ だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がない

④ 臭覚や味覚の異常がない

⑤ 体が重く感じる、疲れやすい等がない

⑥ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がない

⑦ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいない
⑧ 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡
航又は当該在住者との濃厚接触がない

② 咳（せき）、のどの痛みなどの 風邪症状がない

氏名

〒

チェック項目
① 平熱を超える発熱がない

【THE RACE 鎌倉-茅ヶ崎横断レース】



競技ルール＆マナー

＜参加資格＞
• ⽇本アウトリガーカヌー協会所属クラブ及び団体の構成員(2021年度登録)

とします。※年齢制限は⾼校⽣以上、上限はなし

＜カヌーについて＞
• 基本的に⾃艇参加とします。レンタルカヌーが必要な場合は往路、復路で調

整が必要となりますので、なるべく早めにご相談ください。
• スプレーカバーを保有するクラブはご⽤意ください。
• ベールは必ず最低2個は積載してください。
• 万が⼀のトラブルの場合は⼤会事務局と当事者で紳⼠的に解決することとし

ます。ご協⼒を宜しくお願いします。

＜スタート／ゴール＞
• 往路のスタートは逗⼦マリーナ横の航路ブイ（緑）とマークブイを繋ぐライ

ン、フィニッシュはTバー突端と救助艇または本部艇を繋ぐライン
• 復路のスタートはTバー突端と救助艇または本部艇を繋ぐライン、フィニッ

シュは逗⼦マリーナ横の航路ブイ（緑）とマークブイを繋ぐライン

＜先導艇＞
• ⽇本ライフセービング協会のIRBがフラッシュライトを点滅させて先頭艇を

誘導します。往路は江の島、烏帽⼦岩とベンチマークが遠くからでも認識で
きますが、復路は葉⼭の⿃居や裕次郎灯台などは背景の⼭と重なって近くに
くるまで識別が困難です。

• 先導艇は基本的にレース海⾯での最短コースをとります。うねり、⾵を使う
ために先導艇のコースから少し外れることは妨げませんが、特に江の島〜
茅ヶ崎間では、漁協との取り決めにより定置網の内側を通ることは絶対NG
のため、先導艇のコースをフォローしてください。

＜タイムアップ＞
• 往路復路ともにタイムアップ設定をする予定です
• 具体的には当⽇のコンディションを鑑み設定しますが、時間内にタイムアッ

プポイントを通過していない、あるいはゴールしていないチームは最後尾艇
よりIRBで曳航し、ゴールまで向かう対応をとります。IRBのライフガード、
および本部艇の指⽰に従ってください。

その他詳細は当⽇の競技説明にてご説明します
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表彰および参加賞／⼤会協賛

＜表彰＞
• 男⼦オープン、男⼦マスターズ、⼥⼦オープン、⼥⼦マスターズ、Mix、そ

れぞれのカテゴリー1位、2位を表彰します。
• ショートコースでの参加は⼤変申し訳ありませんが表彰の対象外とさせてい

ただきます。

＜参加賞＞
• Stream Trail KAMAKURA様より、参加されたすべてのパドラーの皆さんへ

の参加賞として「Clean Bag」をご提供いただきました。
• 競技説明後に参加者全員でビーチクリーンを⾏います。ご協⼒よろしくお願

いします。

＜⼤会協賛＞
※順不同

株式会社ゴールドウイン
株式会社デサント

Stream Trail KAMAKURA
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株式会社デサントさんから皆様にご協⼒のお願い

皆さんのご⾃宅にある、もう使わない、不要になった
スイミングゴーグルがあれば、THE RACEの会場にご持参ください。

「アリーナ」ではスイミングゴーグルの回収を⾏っています。
回収したゴーグルはリサイクルされます。

ゴーグルをリサイクルすることで、テラサイクルジャパンを通じて
ウォーターエイドジャパンに寄付がされ、

貧しい国にきれいな⽔を届けることになります。



運営

ワイレアカヌークラブジャパン
神奈川県鎌倉市材⽊座6−22−6 
連絡先︓club@waileajapan.net
https://www.facebook.com/WaileaCanoeClubJapan

⼤会総責任者／海上本部⻑ ⽊下健⼆（090-3390-4455）
⼤会事務局⻑／運営統括 岸井弘⼀（090-8945-7860）
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エントリーシート

“THE RACE” 第 1回 鎌倉-茅ヶ崎横断アウトリガーカヌーレース 

参加申込書 
クラブ／チーム名  

代表者 氏名  

連絡先 

住所： 
携帯： 
メールアドレス： 

参加者氏名 

●                 ● 

●                 ● 

●                 ● 

参加カテゴリー 
（✔を付けて下さい） 

（往路）□女子オープン（年齢無制限） □女子マスターズ（40歳以上） 
（往路）□ミックス（年齢無制限、うち女子 3名以上） 
（復路）□男子オープン（年齢無制限） □男子マスターズ（40歳以上） 
（ショートコース） □ミックス（男女内訳不問、年齢無制限） 

カヌー 
（✔を付けて下さい） 

□自艇参加（往復ともチームあり） 
□自艇参加（片道のみ） 
□カヌーレンタル ※1チーム（片道）につき 6,000円／往復 12,000円                                  

※ 以下の参加同意書をよくお読み頂き、必要事項にご記入の上、メールにてご返信下さい。 
送付先：club@waileajapan.net   エントリー〆切：10月 31日（日）じゅう 

※ エントリー費 （1チームにつき 30,000円）はエントリー〆切までに以下までお振込ください。 
振込先：みずほ銀行池袋支店 普通）2107877 ワイレアカヌークラブジャパン 

※ 悪天候等により中止となった場合には半額返却とさせていただきます。ご了承ください。 
※ 提出いただいた個人情報は、このレース大会に関する事務のみに使用し、法令等に定める場合を
除いて第三者に開示することはありません。 

 
＜参加同意書＞ 

 
私は “THE RACE” 第 1回鎌倉-茅ヶ崎横断アウトリガーカヌーレースに参加するにあたり、以下の事項に同意します。 
１． 私は、大会主催者が設けたすべてのルール、指示に従うことに同意します。 
２． 私は、大会中、負傷または重大な事故が発生した場合、大会主催者及び関係者に対する責任を一切問わず、自己の責任に

おいて処理します。 
３． 私は、大会中、私個人の所有品に対し、一切の責任を持ちます。 
４． 私は、私の健康状態が良好であり、競技に参加することに支障のないことを保証します。 
５． 私は、大会に関するメディアによる報道、および主催者の HPや SNS等に私の名前及び写真等を使用することを許可しま

す。 
 

     年   月   日 
 
 

代表者署名 
                         ＿＿               

 
保護者署名（18歳未満の方） 
                              

 
ご質問・ご相談は以下、大会事務局までお問い合わせ下さい 

ワイレアカヌークラブジャパン 大会事務局長 岸井弘一 

（携帯）090-8945-7860  （メール）koichikishii@gmail.com 


