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第 21 回ウエストジャパンオープンウォータースキートーナメント 

（ 実 施 要 項 案） 

 

期 日   令和 4 年 10 月 8 日（土）～10 日（祝月） 

場 所 大分県中津市 耶馬溪アクアパーク 

主 催 耶馬溪ダムトーイングスポーツ全国大会現地実行委員会 

主 管     日本水上スキーウェイクボード連盟 

協 賛   大分県水上スキー連盟 

後  援     大分県・中津市・中津市教育委員会・国土交通省山国川河川事務所・ 

中津商工会議所・中津青年会議所・中津市スポーツ協会・中津市しもげ商工会・ 

中津耶馬溪観光協会 

協 力  日本ウェイクボード協会・東京都水上スキー連盟・山国川漁業協同組合 

中津市民病院・梶原病院・川嶌整形外科病院・酒井病院・中津脳神経外科病院  

中津市消防本部  

 

競技方法  個人戦及び団体戦は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。また、団体戦はすべてのチームに公平なルールを用意します。 

 

競技種目   スラローム競技・トリック競技・ジャンプ競技 

★個人戦 

① A クラス（全てのカテゴリーを含む）※2023 日韓中大会の代表選考 

② B クラス（全てのカテゴリーを含む） 

③ ビギナークラス（一般競技会を含む） 

④ チャレンジクラス（一般競技会含む） 

※クラスのエントリー重複は認めない。 

カテゴリ：日本水上スキー連盟国内競技規則に定める競技ランク 

 

      

 

男子 女子 男子 女子 

初速 最高速 初速 最高速 初速 最高速 初速 最高速 

U-10 25 km 49 km 25 km 49 km 45+ 49 km 55 km 43 km 52 km 

U-14 31 km 55 km 31 km 52 km 55+ 46 km 55 km 43 km 52 km

U-17 43 km 58 km 40 km 55 km 65+ 43 km 52 km 40 km 49 km

U-21 49 km 58 km 46 km 55 km 70+ 43 km 52 km 40 km 49 km

Open 55 km 58 km 49 km 55 km 75+ 40 km 49 km 37 km 46 km

21+ 49 km 58 km 46 km 55 km 80+ 40 km 49 km 37 km 46 km

35+ 49 km 55 km 46 km 55 km 85+ 37 km 46 km 34 km 46 km

クラス クラス 
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★団体戦（A クラスのみ） 

・ 各種目１回の個人戦の記録をもって団体戦の得点とする 

・ 各種目４人出の３人取りとする 

・ チーム内の男女比は問わない 

・ 男子は男子デビジョン、女子は女子デビジョンの換算点を採用する 

・ 選手のチーム間の移動は認めない（スラロームは A チーム、トリックは B チームなど） 

・ 選手選出は事務局にて実施する。 

・ 団体戦優勝チーム・準優勝チームには、盾と副賞あり 

★初速について 

・ 初速は、次のとおりとする。 

男女混合Ａクラス 男子 49ｋｍ以上 女子 46ｋｍ以上 

男女混合 B クラス 28ｋｍ以上（ゲート有り）  

ビギナークラス  28ｋｍ以上（ゲート無し） 

チャレンジクラス 初速規定なし ミニコースまたは１ブイ巻き：２往復 

 

水上スキー曳航艇  

・SkiNautique 2018 withZero-Off システム(Ver R) 
エンジン：6.2Ｌ プロペラ 12.5×14.25 ピッチ 4 枚  

・SkiNautique 2010 withZero-Off システム 
エンジン：5.7Ｌ プロペラ 12.5×14.25 ピッチ 4 枚  

・MasterCraft2013 Pro-Star197 withZero-Off システム 
エンジン：ILMOR6.0L プロペラ 12.5×14.25 ピッチ 4 枚 

クラス 
曳航艇 

A 
日中韓 

B ビギナー チャレンジ 

SkiNautique 2018 スラローム 
ジャンプ 

スラローム 
ジャンプ 

  

SkiNautique 2010   スラローム スラローム 

MasterCraft2013 トリック トリック トリック 
ジャンプ 

トリック 
ジャンプ 

※進行の都合上、当日曳航艇が変更になる可能性がございます。  

 

表  彰    ★ 個人戦  各クラス、各種目３位までを表彰 

★ 団体戦（クラブチーム日本一決定戦） 

各種目上位３名の成績で総合２位までを表彰 

参加資格 A クラス、B クラス、ビギナークラス：2022 日本水上スキー連盟登録者 

チャレンジクラス：水上スキー愛好者 

コロナウイルス感染防止策をご理解いただき、順守いただける方。 
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大会スケジュール  

10 月 8 日  6:30 集合 

 （土）     入場門で、検温の実施 

7:30 競技開始 

        Ｂクラススラローム 

             Ａクラススラローム 

     10:00 開会式 

ビギナークラススラローム 

        チャレンジクラススラローム 

     12:00 B クラストリック 

         A クラストリック 

          17:00 競技終了 

     17:30 スラローム競技の表彰式 

 

10 月 9 日  6:30 集合 

 （日）     入場門で、検温の実施  

7:30 競技開始 

             ビギナークラストリック 

        チャレンジクラストリック 

 10:00 Ｂクラスジャンプ 

             Ａクラスジャンプ 

        ビギナークラスジャンプ 

        チャレンジクラスジャンプ 

    17:00 競技終了 

          17:30 表彰式・閉会式 

 

10 月 10 日 8:00 集合 

 （祝月）    入場門で、検温の実施  

9:00 公認記録会（大会予備日） 

        スラローム 

        トリック 

        ジャンプ 

     15:00 競技終了 

      

 

 

 

 

         

＊スケジュールはエントリー数及び天候等の事情で変更することがあります。 
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申し込み方法 

  下記 QR コードもしくは URL にアクセスし 9 月 30 日（金）までにエントリーおよびエントリーフィーの

お振込みを完了してください。 

  ※エントリーフォームにお振込みを証明する画像添付が必要ですので、先にエントリーフィーをお振込み

いただきますようお願いします。 

 

 

https://logoform.jp/form/GEJZ/91187 

 

 

 

エントリーフィー  1 種目 6,000 円 2 種目 9,000 円 3 種目 11,000 円 

          （中学生以下半額） 

  ※エントリー後のエントリーフィーの返却はできません。 

 

 

エントリーフィー振込先   

銀行名  大分県信用組合 耶馬溪支店 

口座種別･番号 普通 4026010 

口座名  耶馬溪ダムトーイングスポーツ全国大会現地実行委員会事務局 

 

大会事務局  耶馬溪支所地域振興課 地域・観光・教育振興係 

      〒871-0405 大分県中津市耶馬溪町大字柿坂 138 番地１ 

      TEL：0979（54）3111 

 

その他 ＊ 1 日だけのエントリーもご相談に応じます。 

＊ 宿泊先についてのお問い合わせは大会事務局までご連絡ください。 

＊ 観戦者もコロナウイルス感染防止策を励行いただきます。 

＊ コロナウイルス感染防止策遂行のため、「コロナウイルス感染防止策」（別紙 1）をご理解の上エ

ントリーしてください。 
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（別紙 1）  

コロナウイルス感染防止策 

本大会における「コロナウイルス感染防止策」を以下に示します。選手、スタッフ、

来場ご家族に適用します。なお、本防止策の順守は参加資格に含まれ、順守できない

方は退場いただくこととなります。 

（記録会の場合、本書における「大会」は「記録会」に読み替えてください） 

 

【参加申し込み時】 

以下の場合、申込をご遠慮ください。 

☐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ある場合 

□他県への移動自粛要請があった都道県在住の方。 

 

【大会当日までの対応】 

☐マスクの準備 

□他県への移動自粛要請があった都道県在住の方は、その指示に従い、本大会参加の

参加も自粛いただきますよう、お願いします。その場合のエントリー費は全額返金

いたします。 

 

【大会当日】 

☐検温、体調の申告（入場時）実施。発熱（37.5℃以上）、体調不良が認められる場

合、入場できません。 

□受付は飛散防止のため、アクリルまたはビニールなどで仕切り対応する（運営側準

備） 

□マスクの着用（競技以外は着用すること） 

☐ハンカチ、タオルなどは各自で準備し、定期的な石鹸による手洗い、アルコール除

菌の励行。 

□大声での応援、指示、会話はしない。 

□ソーシャルディスタンス 

・参加者は 2ｍ(最低 1ｍ)を目安に距離を保つこと。 

・スターティングドックの選手待機は 5 名を上限とし、出走待ち選手、リリーサー、担当スタッ

フ以外は立ち入らない。 

・救助艇待機選手は 3 名を上限とする。 

 

【大会終了後】 

□イベント終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症または、濃厚接触者

に認定された場合は、主催者に対して速やかにその事を報告し、有無等についても

報告すること。 

以上 

 


