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JSUPPC 実⾏委員会 

 
第 1 回 JSUPPC お知らせ（３） 

 
＜諸注意＞ 
ここで提⽰する情報はあくまでも現時点での計画案であり、コース、距離、開催場所、⽇
時については天気予報などによって変わります。⼤会前⽇のブリーフィングでその時点で
の判断をお伝えします。 
 
⽩浜⼤浜： 
ローカルルールにより SUP が禁⽌されています。⽩浜⼤浜での SUP のトレーニングやウ
ォームアップについては、⼤会当⽇に⼤会本部からのアナウンスがあった後にお願いしま
す。円滑な⼤会運営のためにご協⼒をお願いいたします。 
 
外浦・⼸ヶ浜： 
漁港があるため船舶の往来があります。トレーニングをする際には必ず蛍光⾊などの視認
性の良い服装で、航路を避けてください。 
 
 
 
＜⼤会参加にあたっての注意＞ 
受付で以下の３つのコロナ対策がない（満たさない）場合、競技会には参加できませんの
でご注意ください。詳細は「お知らせ（２）」をご覧ください。 
① 体温検査（37.5 度未満） 
② 問診票 
③ 新型コロナウイルス検査の陰性結果 
 
また要項で⽰された安全装備が⼗分でないと判断された場合にも、競技会には参加できま
せんので⼗分ご注意ください。 
  



＜タイムテーブルについて＞ 
運営上の課題解決のため、2 ⽇⽬のスケジュールが⼤幅に変わります。 
※時間は⽬安と考えてください。海の状況と競技の進⾏状況により前後することがありま
す。また前のレースが終わり次第、次のレースをスタートします。⽇曜⽇のみ参加される
選⼿の受付は、レース 30 分前までに本部テントまでお越しください。 
 

6⽉ 11 ⽇（⼟）Distance＠⼸ヶ浜 
07:00 受付開始＠本部テント 
07:45 Open受付終了（Junior/Fanは 10:00 まで受付継続） 
08:00 開会式 
08:30 Open（ウェーブスタート） 
08:40 Paddleboard ⼥⼦/男⼦  10名 
08:43 SUP男⼦   13名 
08:46 SUP⼥⼦   4 名 

12:00 Open 表彰式 
12:30 SUP Junior/Fan（ウェーブスタート） 
12:30 SUP Junior   6名 
12:35 Fan    7名 

14:00 Junior/Fan 表彰式 
6⽉ 12 ⽇（⽇）午前 Technical＠⽩浜⼤浜 
08:00 決勝 
08:00 Paddleboard Open 男⼦/⼥⼦ 10名 
09:00 SUP Open 男⼦ 決勝  13名 
10:00 SUP Open ⼥⼦ 決勝  3名 
11:00 SUP Junior 男⼦/⼥⼦  6名 

12:00 表彰式 
6⽉ 12 ⽇（⽇）午後 Sprint＠外浦 
14:00  準決勝 
14:00 SUP Open 男⼦ Heat 1  6名（3up） 
14:10  SUP Open 男⼦ Heat 2  5名（3up） 

14:20 決勝 
14:20 Paddleboard Open ⼥⼦決勝 4 名 
14:30 Paddleboard Open 男⼦決勝 6名 
14:40 SUP Open ⼥⼦ 決勝  3名 
14:50 SUP Open 男⼦ 決勝  6名 

15:00 表彰式 



＜ルールについて＞ 
2021年 6⽉版の ISAルールをベースとしますが、要項発表後に公表された 2022年 4⽉版
48ページの以下２つの項⽬を適⽤します。補⾜説明をブリーフィングにて⾏います。 
xxi. SUP and Paddleboard Racing Rules 

c. General Racing Rules 
ix. BEACH START 
1. A flag will be set up at either end of the start line, for line of sight. A start line will be 
made between the flags. Racers will be called to take their chosen place on the line in order 
of their seed. 
2. Race Director will use the command, Front foot on the start line,” at which time Racers 
will place their front foot on the start line. 
3. Race Director will next use the command, “Racers ready.” Once this command is issued 
athletes must remain completely still. Any movement after this command will result in a 
false start charged. 
4. Race will start with an airhorn, siren, or single whistle. 
5. First false start will be charged to the field. Next false start will be charged to the 
offending racer who will be disqualified. 
6. False starts will be signaled with a multiple whistle blast signaling racers to come back to 
start line. 
 
xii. Impeding Process 
1. A participant may not impede the progress of another participant while running, turning, 
or paddling 
2. When approaching a buoy: 
3. If two paddlers are “even” the paddler on the inside has right-of way. 
4. Paddlers are considered even if neither paddler has more than half a board length lead. 
5. If one paddler has half of their board ahead of the other paddlers nose, that paddler has 
the right of way, even if they are on the outside. 

 
2021年 6⽉版 ISAルール 
https://isasurf.org/wp-content/uploads/2021/06/ISA_Rulebook_June_2021.pdf 

2022年 4⽉版 ISAルール 
https://isasurf.org/wp-content/uploads/2022/04/ISA-RULEBOOK-April-2022-clean.pdf 
2022年 4⽉版 ISAルール（変更箇所がわかるもの） 
https://isasurf.org/wp-content/uploads/2022/04/ISA-RULEBOOK-April-2022-track-
changes.pdf 



 
＜エントリーリスト＞ 

Paddleboard カテゴリー／オープンクラス 
テクニカル スプリント ディスタンス 

⼥⼦ 男⼦ ⼥⼦ 男⼦ ⼥⼦ 男⼦ 
塚越 ⼼ 相澤 ⻁⼤ 塚越 ⼼ 相澤 ⻁⼤ 國井 菜名 相澤 ⻁⼤ 
浜地 沙羅 井上 駿佑 浜地 沙羅 井上 駿佑 塚越 ⼼ 堀部 雄⼤ 
今井 柚歩 堀部 雄⼤ 今井 柚歩 堀部 雄⼤ 今井 柚歩 野村 颯 
三井 結⾥花 野村 颯 三井 結⾥花 野村 颯 三井 結⾥花 ⼾⽥ 健※ 
⽯⿊ 七都   ⽯⿊ 七都   ⽯⿊ 七都   
⼩野 ⽂穗   ⼩野 ⽂穗   ⼩野 ⽂穗   

6 4 6 4 6 4 
     ※⼀般参加 

 
  
 
 

SUP カテゴリー／オープンクラス 
テクニカル スプリント ディスタンス 

⼥⼦ 男⼦ ⼥⼦ 男⼦ ⼥⼦ 男⼦ 
横⼭ 貴代 ⽥⼝ 頼 横⼭ 貴代 ⽥⼝ 頼 横⼭ 貴代 ⽥⼝ 頼 
奥秋 李果 篠⽥ 智哉 奥秋 李果 篠⽥ 智哉 志⽥ 千雪 篠⽥ 智哉 
⾺場 なつみ 吉⽥ ⻯平 ⾺場 なつみ 吉⽥ ⻯平 奥秋 李果 吉⽥ ⻯平 
  ⼭⼝ 広晃   ⼭⼝ 広晃 ⾺場 なつみ ⼭⼝ 広晃 
  新城 啓   新城 啓   新城 啓 
  ⾦⼦ ケニー   ⼭本 翔太   ⾦⼦ ケニー 
  ⼭本 翔太   島津 成彰   ⼭本 翔太 
  島津 成彰   ⼩杉 航⽣   島津 成彰 
  荒⽊ 珠⾥   森⽥ 智紀   荒⽊ 珠⾥ 
  ⼩杉 航⽣   菊池 創太郎   ⼩杉 航⽣ 
  森⽥ 智紀   杉⼭ 友厚   森⽥ 智紀 
  菊池 創太郎       菊池 創太郎 
  杉⼭ 友厚       杉⼭ 友厚 

3 13 3 11 4 13 
      



SUP カテゴリー／ジュニアクラス   

テクニカル ディスタンス   

⼥⼦ 男⼦ ⼥⼦ 男⼦   

植村 琴⼦ 宮平 琥太朗 植村 琴⼦ 宮平 琥太朗   

中野 紗希 島津 成彰 中野 紗希 島津 成彰   

橘 ゆう 池⽥ 海誠 橘 ゆう 池⽥ 海誠   

3 3 3 3   

      

SUP カテゴリー／ 
ファンレース 

    

ディスタンス     

⼥⼦ 男⼦     

⻫藤 直⼦ 鈴⽊ 薫     

  吉⽥ 健     

  福島 英彦     

  太⽥ 仁     

  ⻫藤 好豪     

  野村 達哉     

1 6     

 
  



＜前⽇ブリーフィング＞ 
⽇時：2022年 6⽉ 10 ⽇（⾦）19:00〜 
場所：オンライン（zoomを使⽤します。初めての⽅はあらかじめアプリをダウンロード
するなどしてご準備ください。） 

 
zoomリンクは選⼿に直接メール差し上げています。 

 


