
大会要項

 日　時 令和 ４年 　７月３０日（土）・７月３１日(日）

 場  所 宮崎県綾町ユネスコエコパーク内　広沢ダム（Miyazaki Sunshine Lake ）

住所：宮崎県東諸県郡綾町大字入野

 主　催 全国ジュニア水上スキー選手権大会　宮崎開催現地実行委員会

 主　管 宮崎県水上スキー連盟

 後　援 宮崎県・宮崎県教育委員会・宮崎市・宮崎市観光協会・綾町・綾町教育委員会

綾町観光協会・綾町商工会・綾漁業協同組合・NHK宮崎放送局・MRT宮崎放送

UMKテレビ宮崎・日本水上スキー連盟・全日本学生水上スキー連盟

 競技内容 スラローム ・ トリック ・ ジャンプ

 出場クラス ★スラローム

【公認記録】 男子(U-21) 初速49km/h 以上（本コース） 女子(U-21) 初速46km/h 以上（本コース）

ボーイズ１(U-17) 初速43km/h 以上 (本コース) ガールズ１(U-17) 初速40km/h 以上 (本コース)

ボーイズ１(U-14) 初速31km/h 以上 (本コース) ガールズ１(U-14) 初速31km/h 以上 (本コース)

ボーイズ１(U-10) 初速25km/h 以上 (本コース) ガールズ１(U-10) 初速25km/h 以上 (本コース)

★トリック

男子(U-21) 女子（U-21)

ボーイズ(U-17) ガールズ(U-17)

ボーイズ(U-14) ガールズ(U-14)

ボーイズ(U-10) ガールズ(U-10)

【非公認記録】 ★スラローム

ボーイズ２ 初速25km/h 以上 (ミニコース) ガールズ２ 初速25km/h 以上 (ミニコース)

ボーイズ３ 初速指定なし (コースなし) ガールズ３ 初速指定なし (コースなし)

★ジャンプ

男子(U-21) 女子(U-21)

ボーイズ(U-17) ガールズ(U-17)

ボーイズ(U-14) ガールズ(U-14)

ボーイズ(U-10) ガールズ(U-10)

 競技方法 日本水上スキー連盟国内競技規則及びローカルルールによる

 曳航艇 SkiNautique 2014 with Zero-Off システム

エンジン 5.7L プロペラ12.5×14.25 ピッチ ４枚

 出場対象者 ０～２０歳まで。 ※2021年12月31日までの年齢が20歳以下であること。

 参加資格 公認記録　：　2022日本水上スキー連盟登録者

非公認記録　：　水上スキー愛好者

※ 新型コロナウイルス感染防止策をご理解いただき、遵守いただける方

 表　彰 種目別に上位入賞者を表彰する。

総合 ： ３種共に出場し、規則１６に則る。

※スラロームは、男子・女子・ボーイズ１・ガールズ１出場者のみ総合対象とする。

スラローム ： 各クラス、初速から獲得ブイ数

トリック ： スコア順

ジャンプ ： 飛距離順

 エントリー費 １種目　　６,０００円

２種目　　７,０００円　

３種目　　８,０００円

※ エントリー費は、昼食＋飲み物を含まない。

※ 大会出場者・関係者は怪我・病気に備えて保険証を持参すること。



公開練習

令和 ４年　７月２９日（金）　９時開始

１本 1０００円 

※ 滑る本数やスケジュールについては、エントリー数及び天候などの都合

により変更することがありますので、ご了承ください。

※ 出走順は、受付順になります。スラローム→トリック→ジャンプの順に行います。

※ 朝食、昼食は各自準備

交流パーティ【未定】（新型コロナウィルス感染拡大に伴い、中止させて頂く場合もあります。）

令和 ４年　７月３０日（土）　１８時頃

綾　てるはの森の宿(バーベキュー棟）

大人　　　　　　　 ２０００円

大学生　　　　　 １５００円

高校生以下　　 １０００円（未就学児は無料）

大会スケジュール

７月２９日（金）
　９：００ 受付　・　公開練習開始

７月３０日（土）第５回 全国ジュニア(U-２１)水上スキー選手権大会
　７：３０  集合　・　キャプテンミーティング

　８：００ 競技開始

スラローム 男子(U-21)・女子(U-21)

ボーイズ１(U-17)・ガールズ１(U-17)

ボーイズ１(U-14)・ガールズ１(U-14)

ボーイズ１(U-10)・ガールズ１(U-10)

ボーイズ２・ガールズ２

ボーイズ３・ガールズ３

　１1：００頃  開会式

 トリック 男子(U-21)・女子(U-21)

ボーイズ(U-17)・ガールズ(U-17)

ボーイズ(U-14)・ガールズ(U-14)

ボーイズ(U-10)・ガールズ(U-10)

　１８：００頃

７月３０日（日）第５回 全国ジュニア(U-２１)水上スキー選手権大会
　７：３０  集合　・　キャプテンミーティング

　８：００ 競技開始

 ジャンプ 男子(U-21)・女子(U-21)

ボーイズ(U-17)・ガールズ(U-17)

ボーイズ(U-14)・ガールズ(U-14)

ボーイズ(U-10)・ガールズ(U-10)

 ※ 競技終了後、表彰式及び閉会式

日　時

　　スラローム　▶　２パス

　　トリック　▶　往復

　　ジャンプ　▶　２パス

　交流パーティ　【未定】

日　時

場　所

参加費

参加費



ボート速度の上限

スラローム

ジャンプ

※1　0.255(165cm)の台で48m以上の公認記録を持つ選手は0.266(180cm)を選択できる。 

※2　0.235(150cm)の台で38m以上の公認記録を持つ選手は0.255(165cm)を選択できる。

※3　0.235(150cm)の台で38m以上の公認記録を持つ選手は0.255(165cm)を選択できる。

※4　0.235(150cm)の台、または過去に0.255(165cm)の台で38m以上の公認記録を持つ選手は　　　　　　　

　 　　0.255(165cm)の台を選択できる。

※5　公式記録で20mを超えるまでは45km以下を推奨する。
 
ローカルルール

　
１．スラローム

⑴ ボーイズ２・ガールズ２は、１ブイ巻き可能　（ゲート無）

⑵ ボーイズ２・ガールズ２は、初速ミニコースを選択できる。

⑶ スピードは25km/h～55km/h：最大２往復かつ55km/hまで可能。クリアした場合、速度を3km/h上げて

セカンドパスに入る。２パスクリアで、本コース選択可能。（男女共に本コース25km/hから選択可能）

⑷ ミニコースを選択した場合、最低２パスクリアしないと本コースに挑戦出来ない。

⑸ ミニコースは４パスクリアで強制的に本コースに移行する。

⑹  ボーイズ２・３、ガールズ２・３については、２枚板でのスタート可能

⑺ ボーイズ３、ガールズ３は２パスしてスタート地点に戻ってきたら終了。最低速度は指定なし。

２．ジャンプ

⑴ 着水時の速度調節を可能とする。

上記以外は、ルールブックに従う。

申し込み方法
指定の大会申込書に必要事項を記入の上、７月１日（金）までにエントリー費を

下記の口座へ振り込み、振込用紙の控えと大会申込書のFAX（0985-27-9199）を

お願い致します。エントリーの際にご提示いただいた個人情報は、大会の運営に関して

のみ使用します。

振込先 宮崎銀行　 大工町支店

普通　１２６４４７ 全国ジュニア水上スキー選手権　　宮崎実行委員会　会長　長友敏夫

宮崎県水上スキー連盟事務局
ＴＥＬ ：090-6894-4437（長友　右子） 090-7455-3667（長友　幸恵）

ＦＡＸ ：0985-27-9199
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□ ７月２９日（金）　公開練習  ※当日払い
30日夜を予定しておりますが

状況により中止とさせて頂きます。

□ ７月３０日（土）、３１日（日）　本戦
□ □
□ ボーイズ１(U-17) □ ガールズ１(U-17)
□ ボーイズ１(U-14) □ ガールズ１(U-14)
□ ボーイズ１(U-10) □ ガールズ１(U-10)

□ ボーイズ２ □ ガールズ２
□ ボーイズ３ □ ガールズ３
□ □
□ ボーイズ(U-17) □ ガールズ(U-17)
□ ボーイズ(U-14) □ ガールズ(U-14)
□ ボーイズ(U-10) □ ガールズ(U-10)
□ □
□ ボーイズ(U-17) □ ガールズ(U-17)
□ ボーイズ(U-14) □ ガールズ(U-14)
□ ボーイズ(U-10) □ ガールズ(U-10)

平成

年 月 日

〒

（氏名） （携帯電話）
 

最近うれしかったこと 目指している選手

PB 今大会の目標・意気込み

誓約書（必ずご記入ください）

私は、この大会に参加するにあたり、大会要項、ルール、マナーを尊重し、競技参加のもとで起こった全ての事故に

主催者及び大会関係者各位に損害賠償請求などの行為を一切行わないことを誓います。

又、いかなる場合においても、エントリー後のエントリー費の返還請求はいたしません。

新型コロナウイルス感染防止策遂行の為、「新型コロナウイルス感染防止策」(別紙）を理解し、遵守します。

2022年　　　　　月　　　　日　　　　氏　名（保護者署名）

エントリー期間 6月15日（水）～7月1日（金）
申し込み方法 エントリー費を下記の口座へ振り込み、振込用紙の控えと大会申込書を

FAX（0985-27-9199）して下さい。
ここにのりづけしてください

※ 金融機関の明細書をお貼りください。
※ 振込先

宮崎銀行 大工町支店
普通126447 全国ジュニア水上スキー選手権　　宮崎実行委員会　会長　長友敏夫

※ 問合せ先
宮崎県水上スキー連盟事務局 ＴＥＬ ： 090-6894-4437（長友　右子）

090-7455-3667（長友　幸恵）
ＦＡＸ ： 0985-27-9199

スラローム
【公認】

スラローム
【非公認】

《大会申込書》

氏　名

女子（U-21）

該当項目に

チェックを

フリガナ

男子（U-21)

出 場
クラス

トリック
【公認】

ジャンプ
【非公認】

男子（U-21) 女子（U-21）

男子（U-21) 女子（U-21）

生年月日

緊急連絡先

台の高さ（　□ １５０台　　　　□ １６５台　）

住　所

(　　　　　　　才)

電　話所属連盟

□交流パーティに参加する ※当日払い（ ）


