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ＳＵＰsurfing＆Race - contest 

STARBOARD JAPAN CUP  ‘16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STARBOARD JAPAN CUP SUP‘16 
イベント要綱 

 

日程    201６年 6月 18日(土) ウエーブ 

6月 19日(日) レース 

 

場所     静岡県掛川市菊川ポイント(プール横上側ポイント) 

              駐車場はプール横の駐車場と総合運動場入り口付近の北西側をご用意してお

ります。くれぐれも路上駐車を行わないでください。 

 

主催    スターボードジャパン株式会社 

協力    スターボードジャパンチームライダー 

              掛川市・掛川市 B&G指導者会：舟楽人（フラット）  

              掛川観光協会・シーバード掛川・掛川体育協会  

参加資格    SUPが大好きな人、使用ギアは問いません 

 

エントリー費   レース      ￥4,000（SUPA 非会員は¥5000） 

ウェイブ    ￥4,000（SUPA 非会員は￥5,000） 

*両方エントリーも可能です。（ダブルエントリー￥8,000） 

ダブルエントリーも SUPA非会員は¥10,000 

パーティー参加費 ￥3,000 

 

エントリー方法   エントリーフォームを記入し、エントリー日同封の上、現金書    

              留にて下記住所まで郵送。 

 

エントリー締切   201６年６月 10日 (金) までに必着 

 

問い合わせ、申し込み先  〒591-8011 大阪府堺市北区南花田町 65-1 

    スターボードジャパン株式会社宛  Tel/Fax  072-247-7841 

 

イベント内容 

スタンドアップパドルサーフィンが好きな人たちのための、ファンなイベントです。レースとウェイブの両種目を設けま

した。大会が不慣れな方も一緒に楽しみましょう。SUP歴を問わずに楽しめるイベントです。仲間も誘って盛り上がりま

しょう。より海に出るのが楽しくなります。思い出に残ること間違いなし。また最新 SUPボードの試乗も可能です。大会

にエントリーしていない方でも試乗可能ですので、是非遊びに来てください。SUP好きウェイブもレースも好きな方々で

集まりコミュニケーションを楽しみましょう！  

 



 

 

大会内容 

参加クラス ◎6月 18日（土）ウエイブ 

        メンズエキスパート 16人／メンズオープン 64人／ 

レディースエキスパート 8人／レディースオープン 32人 

 

◎６月 19日（日）レース 

  メンズ SUPA全日本予選クラス ６㎞／メンズオープン 3㎞／ 

  メンズ SUPA全日本予選インフレータブルクラス ６㎞／メンズインフレータブル 3㎞ 

レディーSUPA全日本予選クラス ６㎞／レディースオープン 3㎞ 

レディーSUPA全日本予選スインフレータブルクラス ６㎞／レディースインフレータブル 3㎞ 

  スプリント … レースにエントリーしていただいている選手のみ自由参加 

 

 

競技方法 レース ：６㎞（SUPA全日本予選クラス）、3㎞、スプリント（SUPAルールを使用する） 

ウェイブ： NSA の採点基準を用いる（SUPA ルールを使用する） 

表彰  各クラス 上位選手に豪華賞品をご用意！ 

 

スケジュール 6/18(土)   6:00   レジストレーション(大会本部/菊川プール駐車場) 

     7:00   開会式、選手ミーティング 

     7:30   競技開始 

15:00  表彰式、閉会式 

     18:30 - パーティー/ 場所:大東温泉（予定） 

  6/19(日)   8:30-9:30 レジストレーション(大会本部/菊川プール駐車場)  

     10:00-         開会式、選手ミーティング 

10:30- レース競技開始 

13:00          スプリントレース（希望者のみ） 

16:00- 競技終了、閉会式 

 

両日ともにコンディションに合わせてスペシャルゲストによるパフォーマンスが見ら

れるかも？！ 

     チームライダーによるクリニックもあるかも？！ 

 

                 ※ レースはライフジャケットとリーシュが着用義務です参加選手の皆さんはライフジャケットを 

           御持参下さい。 

         また、リーシュは必ず必要ですのでお忘れなく。 

 



 

 

STARBOARD JAPAN CUP SUP ’16  

ENTRY FORM（誓約書） 

氏名                                              印                           

ふりがな                                                                                                                                

生年月日       年      月      日         歳                 性別 男 ・ 女          

保護者                                                          印（18 歳未満の方のみ） 

〒                  住所                                                        

TEL                                        FAX                          携帯                        

Ｅ-ｍａｉｌアドレス                            所属ショップ                               

◎レース （該当クラスに○をつける） メンズＳＵＰＡ全日本予選クラス 6km 12.6 クラス、  サーフボードクラス   / 3km メンズオープンクラス     

                             メンズ SUPA全日本予選クラス 6km   12.6以下インフレータブルクラス   /3kmメンズインフレータブルクラス 

                                レディース SUPA全日本予選クラス 6km  12.6 クラス、  サーフボードクラス /3kmレディースオープン 

                   レディース SUPA全日本予選クラス 6km   12.6以下インフレータブルクラス    /3kmレディースインフレータブル 

◎ウェイブ （該当クラスに○をつける）                                          メンズエリートクラス / メンズオープンクラス     

                  レディースエキスパート / レディースオープン      

パーティー参加                有（人数    ）        無 

------------------------------------------------------------------------------------- 

誓約書 

私は本大会に参加し、大会開催期間中の安全に対する判断、配慮等について全て私個人が責任を持ち、私個人の

生命・負傷及び、用具一切の損傷・紛失は主催、運営、協賛等の各社、各団体に何ら責任がないことに同意します。

そして、いかなる場合においても、エントリー費の返還を要求しません。上記の旨を理解し、ルールと大会規定に従う

ことを誓います。 

年    月    日 

氏名                印 

保護者名                印 

(18 歳未満のエントリー者は保護者の署名、捺印が必要) 



STARBOARD JAPAN CUP ‘16 
開催日  : 2016年 6月 18日 (土)、6月 19日 (日) 

開催場所 : 静岡県掛川市菊川ポイント（本部プール横駐車場） 

   

主催  : スターボードジャパン株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STARBOARD JAPAN CUP 

開催決定！！ 

 

6月 18日(土)、6月 19日(日) 

 



 

安全対策 

 

１. 中止基準 

安全に競技を進行できない天候になった場合、競技を中止する。 

中止基準  平均風速（１０分間の平均）   １５m/s以上 

      最大波高             ４m以上 

      視界距離             2km以下 

      河川増水または天候の急変の場合 

 

２. 救助艇の配備 

救助用ジェットスキーを配備する。 

 

３. 海上、陸上間の連絡方法 

救助艇と陸上の大会本部は、トランシーバーによって連絡をとる。 

 

４. 関係各所への連絡 

大会開催期間の競技開始時、終了時及び、競技中止の場合は速やかに関係事務所へ連絡する。 

 

５.その他 

●海事法令の遵守 

●地域医療センターでの当日救急病院の確認 

●AED及び救急箱の備え 

 

※当日の海上安全管理及び上記２，３，４，５については御前崎 渚の交番 一社）御前崎スマイルプロジェクトに任せ

る事とする 

 

交通対策 

 

１. 場内及び、その周辺の交通整理 

開催期間は必要箇所へ専用係員を駐車場及び、その周辺に配置し、交通整理、事故防止、盗難防止

に努める。 

 

 

 

 



 

  

設営状況 

 

１. 申請 

海岸使用にあたり、関係土木事務所に必要な申請をする。 

 

２. 設営物 

●３坪テント１張り、テーブル、椅子等 

●掲示板等 

●旗、横断幕等 

 

３. 設営場所 

別紙のとおり 

 

４. 設営及び、撤去 

●設営  平成 28年 6月 17日 

●撤去  平成 28年 6月 19日   

５. ゴミ処理 

ゴミは、毎日競技終了後、関係者全員で収集してゴミ処理場へ運搬する。 

ビーチクリーンを行う場合は、かけがわ美化推進ボランティア登録団体と協力する 

 

□届出書類提出責任者    

〒４３７-１６２２ 御前崎市白羽 6621-1070 

所属ライダー 野口貴史 

TEL.０５４８-６３-３７４７ 携帯０９０－４７９７-７８６３ 

 

□開催期間の責任者     スターボードジャパン（株）代表 中釜洋一 

 〒591-8011 大阪府堺市北区南花田町 65-1 

 Tel/Fax  072-247-7841 携帯 090-3844-3732 

□本大会の責任者      スターボードジャパン（株）代表 中釜洋一 

 〒591-8011 大阪府堺市北区南花田町 65-1 

 Tel/Fax  072-247-7841 携帯 090-3844-3732  

 

 

 

 



 

 

大会会場図 （菊川プール横ポイント） 

ＷＡＶＥコンテスト 

 

                      

レースコンテスト 

 

外洋の波高が高い場合、悪天候時は菊川河口内に移動を予定します。Ｐは同上 


