
２０１９年 7月 上級者対象カヤック講習会 募集要項 

 

 

カヌー・スラロームセンターの競技コースで行う、カヤック上級者向けの講習を 3種目で

開催します。 

多くの方にご参加頂くため、参加出来るのは全日程を通してお一人様 1 回までとさせて

頂きます。なお、講習を行うコースは難易度が高いため、事故防止のため参加資格を設定し

ておりますので、以下を十分にご確認の上、お申し込みください。 

 

○ 実施メニュー・日程 

日程 メニュー 講師 午前 昼 午後 

7 月 20 日（土） フリースタイル 八木 〇 － 〇 

7 月 21 日（日） スラローム 吉田 〇 － 〇 

7 月 27 日（土） 
フリースタイル 八木 〇 － 〇 

ダウンリバー 玉地 － 〇 － 

7 月 28 日（日） 
ダウンリバー 松永 〇 － 〇 

ダウンリバー 玉地 － 〇 － 

7 月 29 日（月） スラローム 吉田 〇 － 〇 

講習時間 午前＝10:00～12:00、昼＝12:00～14:00、午後=14:00～16:00 

     1 回 2 時間（受付、着替えを含む）計 12 回予定（１回完結の講習です） 

     ※ダウンリバー講習は各回の講習内容が異なります。詳細は、「講習内容」

をご参照ください。 

 

○ 定員 

各回 6名 ※先着順。定員に達し次第受付終了。 

 

○ 対象年齢 

参加資格を満たす方であれば年齢制限はございません。ただし、未成年の方のご参加に

は、保護者の同意が必要です（対象の方には受付後保護者同意書を送付いたします）。 

 

○ 参加費 

6,000 円（保険料含む） 

 

○ 講習内容 

① スラローム講習 

講師 吉田 拓 ２１日（日）、２９日（月）各日 午前午後２回開催 



（予定） 経歴 

現役のカヌースラロームアスリート。ワールドカップや世界選手権な

ど多くの大会に出場経験があり、人工コースでの豊富な知識とテクニ

ックを持つ。2009 年、2017 年日本選手権優勝、2019 年ワールドカップ

第一戦 27位。 

講習内容 

「HOW TO PADDLE 人工コース編」 

待ちに待った日本初のカヌースラローム用人工コース。日本のスラロ

ームパドラーの皆さまに2020年より前にコースを体験していただく唯

一のプログラム。 

人工コースでの漕ぎ方の基本と注意点など、人工コースへの理解を深

めましょう！！ 

参加資格 

(１)強い流れの中（富山県井田川程度）で、ロールができる自信がある

こと。セルフレスキューができる事。 

(２)装備一式を持参できる事 

必須…カヤック（スラローム艇必須、4mボート不可）、パドル、ヘ

ルメット・ライフジャケット、スプレースカート 

(３)過去５年間にジャパンカップもしくは国体予選などの公式戦に出

場経験があり、スラロームに普段から親しんでいる方。 

※コースには多くのブロックが設置されており、場所によってはボー

トやパドルを簡単に破損する可能性があります。また、自然河川には

ないホールなどの障害物があり、怪我のリスクも高いため、スキルに

自信のない方はご遠慮下さい。 

 

② フリースタイル講習 

講師 

（予定） 

八木 達也 ７月２０日（土）、２７日（土）各日 午前午後２回開催 

経歴 

長年フリースタイルカヤック日本代表として世界大会に出場。選手と

しての活躍のみならず、日本フリースタイルカヤック協会（JFKA）会長

として、フリースタイルカヤックの普及、発展のために全国各地で競技

会や体験会を開催。2019 年同会長退任、現日本カヌー連盟フリースタ

イル強化委員長。 

講習内容 

国内大会上位入賞や世界大会出場を目指す方を対象とした、トップパ

ドラー向け講習です。コース内に作られたホールをメインに使用し、マ

ックナスティ、トリッキーウー等高難易度ムーブを含むあらゆるフリ

ースタイルムーブのコツを身につけましょう。 

参加資格 (１) 強い流れ（山形県最上川 タンの瀬 1 段目程度）の中で、カヤッ



クでロール、セルフレスキューができる事。 

(２) 装備一式を持参できる事 

必須…カヤック（フリースタイル艇に限る。使用するホールはバウ

が当たる可能性があるため、ポリ艇推奨）、浮力体、パドル、ヘル

メット・ライフジャケット（ホワイトウォーター用）、スプレース

カート 

 

③ ダウンリバー講習 

講師 

（予定） 

玉地 遼介 ７月２７日（土）、７月２８日（日）各日昼１回開催 

経歴 

フリースタイル、クリーク、ダウンリバーから、子供向けカヤック体験

までこなすオールラウンダー。2014 年、黒部川上の廊下・下の廊下の

区間をカヤックで下降。フリースタイルカヤック日本代表選手として、

2016 年 WC アルゼンチン大会 6位、2018 年 WC スペイン大会 9位。2019

年日本フリースタイルカヤック協会会長に就任。 

講習内容 

※以下講習はベルトコンベアを稼働いたしません。あらかじめご了承

ください※ 

「ダウンリバーをもっと楽しもう！」 

コース内の流れ（ウエーブ、ホール、落ち込み等）を使用した、ダウン

リバー基礎スキル（エディキャッチ、フェリー、ブーフ）の見直し及び

ダウンリバートリック（キックフリップ、ロックスプラッツ等）の講習

です。普段のダウンリバーに取り入れることで、より楽しく川下りする

ためのヒントをお伝え出来ればと思います！日本初の人工コースを遊

び尽くしましょう！ボートの種類で２７日と２８日、二つのクラスを

ご用意しています。 

お持ちのカヤックに合わせて、お申込み下さい。どちらの回もスキルレ

ベルは同じです。各回でご使用頂けるボートの種類は以下でご確認下

さい。 

７月２７日（土）12：00～14：00 

「フリースタイルボートクラス」 

フリースタイルボート、もしくはフリースタイルダウンリバーボート

のカテゴリとして扱われているもの。 

ex. ジャクソンカヤック Star シリーズ・Fun、ピラニア Jed・Loki、

リキッドロジック Homeslice 、ウェーブスポーツ Ace、ダガー Jitsu

等。 

上記ボートのカテゴリに近い、長さのある古いフリースタイルボート



もオススメです。 

講師は Ace もしくは Rockstar 使用予定です。 

７月２８日（日）12：00～14：00 

「クリークボートクラス」 

クリークボート、もしくはダウンリバークリークのカテゴリーとして

扱われているもの。 

ex.ワカカヤック Tuna・Steeze、ジャクソンカヤック Zen・Antix、ピ

ラニア 9r・Burn、リキッドロジック Party Braaap・Remix、 ダガー 

Manba・Nomado・RPM、ウェーブスポーツ Disel 等 

講師は Nomado もしくは RPM 使用予定です。 

参加資格 

(１) クラス 3程度の川を楽しんで下れる事。 

(２)装備一式を持参できる事。 

必須…カヤック（上記講習内容欄に記載のレギュレーションを満

たすもの）、浮力体、パドル、ヘルメット・ライフジャケット（ホ

ワイトウォーター用）、スプレースカート 

(３)ロール、セルフレスキューができる事。 

※コース自体はクラス 2-3 程度の複雑な流れです。 

 

講師 

（予定） 

松永 和也 ７月２８日（日）午前午後２回開催 

経歴 

ホワイトウォーターカヤックのムービー作成等を行う「縦横無尽プロ

ダクション」発起人。日本の川を 200 本近く下り新しいセクションの

開拓を行う。2004 年以降複数回フリースタイルカヤック日本選手権優

勝、国内外の大会に参戦、２０１８年ワールドカップスペイン大会６位

入賞。 

講習内容 

 

午前（１０：００〜１２：００） 

「安全に下ろう！ クリーク基本技術見直し編」 

エディキャッチ、フェリー、ブーフ等基本技術を見直し、はじめての川

でも安全に下れる技術を身につける講習です。基本的に 2m30cm 以上の

クリークボートが対象ですが、それより短いダウンリバーボートでも

ご参加頂けます（フリースタイル艇可、スラローム艇不可）。 

午後（１４：００〜１６：００） 

「上手に下ろう！ビッグウォーターダウンリバー編」 

春の群馬県利根川水上セクションや岐阜県吉田川等、パワーがあるビ



ッグウォーターの川でも上手に下れるように、ボートへの波の当て方

やブーフ等より高度なパドリングスキルを身につける講習です。参加

は 2m30cm 以上のクリークボート必須です。スラローム艇不可。 

参加資格 

(１) 強い流れ（利根川水上セクション・徳島県吉野川大歩危レベル）

の中で、カヤックでロール・セルフレスキューができる事。 

(２)装備一式を持参できる事。 

必須…カヤック（「午前の部」…長さ 2m30cm 以上のクリーク艇推

奨ですが、それより短いダウンリバーボートでもご参加頂けます。

スラローム艇不可。「午後の部」…長さ 2m30cm 以上のクリーク艇

必須。スラローム艇不可。）、浮力体、パドル、ヘルメット・ライフ

ジャケット（ホワイトウォーター用）、スプレースカート 

 

■全講習共通注意事項■ 

* お申し込みを頂いた内容の確認でご連絡させて頂く場合が御座います。その結果参加資

格が満たされないと判断した場合は参加をお断りする場合があります。 

* 事故を防ぐためまた講習を円滑に行うため、当日、講師または施設スタッフが最低限のス

キルが不足している（セルフレスキューができない、沈脱が頻発する等）と判断させて

頂いたお客様には、流れの弱いコースでの講習部分のみの参加とさせて頂く場合がござ

います。また、持参された装備に不備がある場合や、健康状態によってはご参加をお断

りする場合がございます（施設から装備の貸出は行いません）。その際、参加料の返却は

いたしません。 

*  持参された装備の破損は、施設の整備不良等施設側に瑕疵がある場合を除き、一切責任

を負いません。（例:沈脱をして艇が流され、その過程で折れた。川底のブロックやコン

クリートに当たって破損した。等） 

*  沈脱した場合、基本的にボートはメインのコース内で回収せず、最下流の静水プールま

で流して回収致します。 


