
三重県 熊野・紀宝 カヌー＆ＳＵＰ川下りフェスティバル２０２３ 大会要項 

 

１．趣旨 

   「ジャパンエコトラック」とは、自然を満喫する新しい旅の形。 

自ら大地を踏みしめ、あるいはペダルを踏み、またはパドルを漕ぎ、季節

の移ろいや標高の変化を感じる人力の旅。車では見過ごしてしまうような小

さなスポットも、トレッキングや自転車、カヤック・SUPといった人力のみ

によるスローな旅なら、気ままに立ち寄ることができます。その土地の魅力

や自然を細やかに肌で感じられるのがジャパンエコトラックの魅力です。 

そんな、ジャパンエコトラック「伊勢熊野」―伊勢と熊野を結ぶ旅―の魅

力を多くの人に体感していただくため、今回は熊野・紀宝ゾーンにおいて、

川の参詣道として世界遺産に登録されている熊野川を、カヌーや SUPで、新

緑美しい雄大な景色の中、ゆったりと川の旅を楽しむイベントを開催します。 

 

２．主催 

  三重県ジャパンエコトラック推進協議会 

  （熊野市、紀宝町、松阪市、大台町、紀北町、三重県） 

 

３．開催日・スケジュール 

  令和５年５月２１日（日）  

・6時        駐車場オープン、艇のセッティング、着替え等 

・7時～8時  受付開始（誓約書等の記入、荷物預かり等） 

・8時 15分～ 開会式（会長あいさつ）、大会規則注意喚起 

・9時     スタート（15名毎に時差スタート） 

・12時 15分   ゴール制限時間 

・13時 15分  【第１便】回送バス出発 

・14時 30分  【第２便】回送バス出発 

※ふるまいは、11:00～13:15 

   ※マイクロバスのご利用は自由です。複数人で参加の場合など、２台車を用意し、予め１

台をゴール地点に駐車をしておき、各自でスタート地点へ戻っていただいて構いませ

ん。その場合は、【別紙３】のとおり駐車をお願いします（終日開いています）。 

 

４．集合場所・駐車場 

  小船梅林（〒647-1322 熊野市紀和町小船）【別紙１参照】 

 

 

マイクロバスにて、ゴール地点からスター
ト地点まで無料送迎いたします。ただし、
各便定員は 25名程度と限りがあります。
和歌山県側の国道 168 号を利用するため、
小船梅林までの所要時間は約１時間です。 



５．コース【別紙２参照】 

  熊野川（距離：約１０ｋｍ、所要時間：約２時間） 

スタート：小船梅林（〒647-1322 熊野市紀和町小船） 

   ゴ ー ル：飛雪の滝キャンプ場（〒519-5718 南牟婁郡紀宝町浅里 1409-1） 

 

６．種目 

  ①一般の部 

   ご自分のペースで、川旅を楽しんでいただきます。（※制限時間あり） 

  ②ガイドツアーの部 

   初心者の方を対象に、プロガイドによるツアー形式で川旅を楽しみます。 

 

７．参加条件 

  ①一般の部  

・小学５年生以上の健康で、セルフレスキューができる方。ただし、未成

年者（１８歳未満）の場合は、保護者も一緒に参加してください。 

  ②ガイドツアーの部  

   ・小学３年生以上の方。ただし、小学生は、保護者が同じ艇に同乗してく

ださい。 

  ①、②共通  

   ・「15.大会規則」に同意・遵守いただける方。 

   ・心臓疾患等の持病のある方のご参加はお控え下さい。 

・カヌー・SUP 用のライフジャケットを必ず着用してください。（詳細は、

「15.大会規則」を参照） 

   ・SUPで参加する場合は、リーシュコードを必ず付けてください。 

   ・大会開催時の写真を、ホームページ等へ掲載することに同意をいただける方。 

   ・艇、パドル、ライフジャケット等は、ご自分で用意してください。有料

かつ数量に限りがありますが、レンタルも可能です。詳細は、「14.レン

タル」を参照してください。 

 

８．募集人数 

  ①一般の部 ４５名 ②ガイドツアーの部 ５名 

 

９．参加費 

 ７，０００円／人 〔①、②同額、子ども同額〕 

（ゴール地点での地元グルメのふるまい、温泉入浴券、保険料を含む） 

※スポーツエントリーにて決済 



※参加費は、エントリー後のキャンセル、当日の不参加、悪天候等による

中止や内容変更の場合も返金はいたしませんのでご了承ください。 

※悪天候等により、主催者判断による大会中止の場合に限り、後日参加賞

に代わるものを郵送させていただきます。 

 

10．参加賞 

（１）ゴール地点（飛雪の滝キャンプ場）での、地元グルメのふるまい 

（２）飛雪の滝キャンプ場にて、大人気のテントサウナ体験 

（５月２１日（日）１２時から１５時までの間、無料開放しますので、 

ゴール後に是非お楽しみください。） 

  （３）「入鹿温泉 ホテル瀞流荘」・「湯元山荘 湯ノ口温泉」の入浴券 

（５月２０日（土）、２１日（日）、参加者ご本人に限り使用できます。

どちらかお好きな方の温泉をお選びください。どちらの温泉も、遠方

からのファンも多い名湯です。前泊時のリラックスタイムに、またゴ

ール後の汗を流しに、是非お立ち寄りください。入浴券は、開催日の

一週間ほど前までに、参加者の方へ事前に郵送いたします。） 

 

11．申込方法 

  スポーツエントリーからお申込みください。 

  URL: https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/91031 

 

12．申込期限 

  令和５年５月８日（月） 

 

13．問い合わせ先（事務局） 

 〒514-8570 三重県津市広明町 13番地 

   三重県農林水産部農山漁村づくり課 

   電 話：059-224-2518（平日 8時 30分～17時 15分） 

      090-7851-5534 

090-7851-7996 

ＦＡＸ: 059-224-3153 

   E-mail: nozukuri@pref.mie.lg.jp 

 

14．レンタル 

自艇等をお持ちでない方は、有料となりますがレンタルができます。お申

し込みは、直接下記予約先へお願いします。 

【大会前・当日専用】 

5 月 20日（土）（9 時～17時） 

5 月 21日（日）（6 時～16時） 



艇を予約いただいた方には、パドル、ウェットスーツ、シューズ、ライフ

ジャケット、ヘルメットは無料で貸し出しが可能です。ただし、数量、サイ

ズに限りがあります。 

また、万が一、破損、紛失した場合は、実費請求させていただきます。特

に SUPのフィンは折れやすいので、ご注意ください。 

予約いただいた艇は、大会当日、スタート地点で貸し出しを行います。受

付で事前に料金のお支払いをお願いします。（お釣りのないようご準備をお

願いします。） 

なお、空気注入は、各自でお願いします。空気を入れる装置は、スタート

地点に数台準備しておりますので、お使いいただくことが可能です。 

 

種類 数量 金額（１艇あたり） 予約先・申し込み期限 

パ ッ ク ラ フ ト

（１人用） 

６艇 2,000円 ■くまの・川遊び部 

TEL:090-1077-1725 

申込期限：５月８日（月） 

 

※予約後にキャンセルする場合 

キャンセル料はかかりません。

ただし、必ず速やかにご連絡をい

ただくようご協力お願いします。 

 

パ ッ ク ラ フ ト

（２人用） 

３艇 3,000円 

メガ SUP 

（定員：７人） 

※４名以上での

使用に限る。 

２艇 10,000円 

ダッキー 

（１人用） 

４艇 3,000円 ■飛雪の滝キャンプ場 

TEL: 080-5843-6793 

申込期限：５月８日（月） 

 

※予約後にキャンセルする場合 

キャンセル料はかかりません。た

だし、必ず速やかにご連絡をいた

だくようご協力お願いします。 

ダッキー 

（２人用） 

４艇 5,000円 

ＳＵＰ ４艇 5,000円 

 

15.大会規則 

（１）趣旨 

本大会はタイムを競うレースではなく、熊野川の旅を楽しむイベントです。 

大会主催者は、大会運営にあたり、「参加者、大会関係者および一般地

域住民の安全」を最優先に配慮することとします。 

 



（２）大会規定の遵守 

大会規定を守らず、大会係員からの警告を受けても改善されない場合 

は、参加を取りやめていただく場合があります。 

 

（３）使用艇 

・参加者が使用できる艇は、下記①～③のものとします。 

①リバーカヤック 

（フォールディング、インフレータブル（ダッキー、パックラフト等）、 

レクリエーショナル、ダウンリバー等） 

②カナディアンカヌー 

③SUP、メガ SUP 

・安全対策等のため、艇には浮力体(エアバッグ)を装着してください（空

気構造の艇は除く）。 

・使用する艇は川を下ることに耐える強度を備え、よく整備された艇であ

ることを義務付けます。 

・当日の会場では検艇は行いません。事前に安全点検を済ませてください。 

 

【使用不可】 

・ビニールなど破れやすい素材でできたいわゆるレジャーボートの類は 

参加を認めません。 

※主催者が危険と判断した場合は参加をお断りすることがあります。 

 

（４）ライフジャケット 

・参加者は、スタート前に確実にライフジャケット（十分な浮力と耐久性

があり体格にあったもの）を身に着け、ゴールするまで外さないこと。 

・浮力の状況は、事前に各自で確かめておくこと。 

・ライフジャケットは、落水時の安全確保の観点から、浮力体式のみ可と

し、膨張式のライフジャケットは、不可とする。 

 

（５）服装 

・ラッシュガード等のウォータースポーツに適した服装。 

・天候によっては、川の水が冷たい場合がありますので、ウェットスーツ

の着用をお勧めします。 

・履物は、ウォーターシューズなど水辺を歩くのに適したものを着用し

てください。（ぞうり、サンダル等、途中で脱げそうな履物は不可） 

・スポーツヘルメットは、できるだけ装着してください。 



（６）ゼッケン 

当日受付で、ゼッケン代わりとなるビブスを配布します。ゼッケンに書

かれた番号は、参加される方個人の登録番号です。安全に大会運営を行

い、大会関係者が身元確認を行う際などに使用するため、必ずライフジャ

ケットの上に着用してください。 

 

（７）艇等の管理・盗難・破損について 

盗難、破損などに際して、主催者側では一切の責任を負いません。 

 

（８）エイドステーションについて 

コース上にエイドステーションはありません。 

ご自身で必要な飲食物を準備していただき、適宜エネルギーの補給を 

するとともに、休憩をとるようにしてください。 

 

（９）失格 

・大会当日の受付およびスタート時刻に遅刻した場合。 

・他艇にパドル等で乱暴な行為があった場合。 

・スタートからゴールするまでの間にライフジャケットを故意に外した 

場合。 

・大会規則を守らず、大会スタッフから再三警告を受けた場合 

・大会会場付近において、大会前夜および当日、花火や大声、ごみ放置等

マナーに失する行為があった場合。 

・ゴール時間に制限時間を設けています。時間を超えた場合はタイムオ

ーバーとなり、続行できません。タイムオーバーした際は、コース沿い

に車で待機しているスタッフにより、回収を行います。制限時間までに

ゴールできるよう、時間配分に注意してください。 

 

（10）大会参加者の保険について 

・参加者に対して傷害保険に加入していますが、参加者に対する補償は大

会に掛けられた傷害保険の範囲内であることをご了承ください。 

・万が一事故が発生した場合は、主催者が加入する傷害保険の範囲以外の

責任は負えません。この補償内容で不十分な方は、各自で別途加入して

ください。 

死亡・後遺障害 400万円、入院時（日額）2,500円、通院（日額）1,000円 

（補償期間は、５月２１日（日） スタートからゴールまでです。） 

・健康保険証を持参してください。 



 

（11）安全確保 

・参加者は、自分の健康および安全等について、自らが全責任を持って参

加してください。参加者の損害、損失、負傷、死亡、事故死（心臓マヒ

も含む）等について、大会の前後を問わず、主催者は一切の責任を負い

ませんので、十分注意して参加してください。 

・スタートからゴールするまでの間は、安全確保のため、禁酒・禁煙とし

ます。 

・大会中に万が一事故が発生した場合は、応急処置を行います。 

 

（12）大会中の事故・リタイア 

・事故を起こした場合や怪我をした場合、また、それらを目撃した場合は、

近くのスタッフまで必ず連絡してください。スタッフが見当たらない場

合は大会事務局まで直接連絡してください。 

・緊急を要する場合はご自身で、110番、119番へ連絡してください。 

・コース途中でリタイアする場合は、必ず近くのスタッフまたは大会事務

局まで連絡してください。 

【大会事務局】 

電話: 090-7851-5534 または 090-7851-7996 

 

（13）天候、中止の判断 

・大渇水または増水、強風、台風の接近、その他の気象条件、感染症、又

は止むを得ない理由等により開催が困難と見込まれる場合は、中止しま

す。（５月１９日（金）１６時判定） 

・多少の雨天でも実施します。ただし、大会当日の午前６時の時点で、三

重県南部紀勢・東紀州において、気象に関する警報が発令されている場

合は、大会を中止する場合があります。 

・中止の場合は、LINEのオープンチャット（予定）を利用してご案内しま

すので、各自でご確認をお願いします。詳細は、開催一週間ほど前まで

に、郵送にてお知らせいたします。 

・天候の悪化、事故等により、安全な大会運営に支障が生じると判断した

場合は、大会開始以前あるいは大会中においても中止する場合があります。 

・地震、津波等の風水害、事件、事故等による開催縮小・中止の場合は、

参加費の返納はいたしませんので、予めご了承の上、お申込みください。 

 

 



（14）個人情報保護法の取り扱いと、利用目的 

・参加者の個人情報は、事務局が管理し、大会主催者からのゼッケン番号

の通知等（参加者へのお知らせを含む）、次回大会の案内に利用します。 

・大会出場中の、映像、写真、記事、記録等の著作権は主催者に帰属しま

す。大会の紹介として参加者の肖像等をテレビ、新聞、雑誌、インター

ネット等（次年度以降のポスター、チラシへの掲載含む）へ掲載する場

合があります。 

 

（15）新型コロナウイルス感染症対策 

大会開催にあたり、「新型コロナウイルス感染症に係る県主催のイベン

トの開催基準」に基づき、イベント開催等における必要な感染防止対策を

講じることとしますので、ご協力をお願いします。 

 

（16）注意事項 

本大会に参加するにあたり、以下をご一読いただき、お申込み頂ますよ

うお願いいたします。 

 

1.大会主催者が設けた全ての規則、指示に従っていただきます。 

 

2.ご自身の健康管理に細心の注意を払い、大会及びその他付帯行事の開催 

中、参加に当たって関連して起きた死亡・負傷・その他の事故の場合に

も、自己の責任において一切処理し、主催者、およびスタッフ、参加者

など大会関係者を非難したり、責任を問わないことをお誓いいただきます。 

  

3.大会の開催中、ご自身の所有品および用具に対し一切の責任はご自身で

お持ちいただきます。 

 

4.大会に関する新聞、ホームページ、SNS、放送、放映などの報道および主

催者などに参加者様自身のお名前およびお写真等を使用することを承

諾していただきます。また、参加者様の個人情報を、関連のイベント情

報や各種サービスに関し、必要な範囲で利用することに同意していただ

きます。 

 

16．協力 

  くまの・川遊び部、熊野川体感塾、アタシカデイズ、NPO法人 i sierra、 

紀和町小船地区、飛雪の滝キャンプ場、ホテル瀞流荘（順不同） 



 【別紙１】 

■スタート地点 小船梅林（熊野市紀和町小船） 

＜会場位置図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜会場見取り図＞ 
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【別紙２】 

■コースマップ 
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◎川の流れは比較的穏やかですが、コース上には瀬もありますので、必要に応じて下見を検討してください。 



【別紙３】 

 

■ゴール地点 飛雪の滝キャンプ場（紀宝町浅里１４０９−１） 

＜会場見取り図＞ 
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