ダウンザテッシ使用艇種 Type of boat used
参加可能なカヌー・カヤック Participating canoe / kayak
ツーリング大会に適したカヌー Canoe suitable for touring competition
カナディアンカヌー Canoe
快適です！！

It is comfortable! !

一番天塩川に似合

Although becoming the most Teshikawa

っていますが、漕艇

river, the rowing method requires skill

法はカヤックより

from kayak.

技術が必要です。

The wind in the downstream area is

下流域の風には泣

crying.

かされます。
フォールディングカヤック

カヌー Assembled kayak Ｃａｎｏｅ
快適！！

comfortable! !
The summer drought period is wary of

夏の渇水時期は岩

rubbing rocks and Teshi

やテッシの擦れに
要注意です
リバーツーリングカヤック River Touring Kayak
普通のカヤックよ

The long boat is comfortable because

り艇が長いため長

the boat is longer than the ordinary

距離も快適！！岩

kayak! !

やテッシの擦れも

I do not mind scrubbing rocks and Teshi

気にならず楽しく

and I can fall down happily.

下れます

Touring kayak

ツーリングカヤッ

The best! ! It is as intended

ク最高！！
目的どおりです
シーカヤック Sea kayak
天塩川上流・中流は

Teshio river Upstream and midstream

狭い水路や岩が多

have difficulty because there are many

いため苦労します。 narrow waterways and rocks. But it is
しかし下流域に最

best for the downstream area.

適です。
リジットカヤック Rigid Kayak
艇長が短いため努

Efforts are needed because the boat

力が必要になりま

length is short

す
極端に短い船 Extremely short ship

極端に短く、瀬遊び

It is extremely short, and for those who

用などツーリング

have different uses from tooling, such

とは用途が違うも

as for toy play, skill and physical

のは長距離漕ぐに

fitness are required several times for

は技術と体力が人

people to spend a long distance.

の数倍も必要にな

It is dangerous to become canoeing with

ります。

no margin

余裕の無いカヌー
イングになり危険
です
マラソンカヌー Marathon Canoe
ぜひ参加してくだ

Please join us!

さい！

スラローム競技カヤック Slalom kayak
非常に身軽ですが

It is very liberal

下流では努力が必要に

Effort is needed in the downstream

なります

Please join us!

ぜひ参加してくださ
い！
スプリント競技カヤック カヌー Sprint racing kayak canoe
艇幅が細くバランスをと

Professional skill, effort and

るには専門的な技術と努

perseverance are required for the boat

力と忍耐が必要になりま

width to be thin and balanced

す

ワイルドウォーター競技カヤック Wild Water Race Kayak
艇幅が細くバランスを

Professional skill, effort and

とるには専門的な技術

perseverance are required for the boat

と努力と忍耐が必要に

width to be thin and balanced

なります

重たい船 A heavy ship
安定しているが

Although it is stable

艇が非常に重い。

The boat is very heavy.

体に受ける風が他の船よ

The wind to the body is stronger than

り強く、水濡れでの低体温

other ships, body temperature such as

など体力消耗しやすい

hypothermia with water wetness is easy
to exhaust

風に弱い船 Vulnerable to wind
参加希望の方は事前にメ

If you wish to participate please

ールに写真を添付して審

attach a photograph to the email in

査申告してください。新艇

advance and file an examination. All

はすべて審査対象です。

new boats are subject to review
Regardless of the purchase amount of

ダッキーなどインフレー

inflatable canoes such as Ducky,

タブルカヌーは購入金額

participation is prohibited, including

にかかわらず（ロゴス・グ

inability to participate, such as

モテックス・ドッペルギャ

Logos, Gumotek, Doppelganger, Captain

ンガー・キャプテンスタッ

Stag, Advanced Elements, Seville and

グ・アドバンスドエレメン

others.

ツ・セビラー他）などには

Because of Soft Hull it is weak against

参加可・不可が混在してい

wind and there are also ships with long

ます。

range boats. Let 's join in a hard boat

ソフトハルのため風に対

that is not influenced by the wind.

して弱く長距離の漕艇が

Air should be blown into inflatable

大変な船もあるためです。 canoes with pressure meter at the
風に左右されない固い舟

specified pressure and brought air even

で参加しましょう。

in a rowing cock so that pressure will

圧力メーターが付いてい

be maintained.

るインフレータブルカヌ

In the downstream competition, it is

ーに指定圧力で空気を入

reversed by wind and it can not be

れ、圧力が保つよう漕艇中

advanced many times, and physical

でも空気入れを持参すべ

strength is consumed over other ships

きです。

and it is dangerous.

下流の大会では風にあお

This type of boat has retired in the

られ反転し、前進できない

previous convention.

ことも多く、他の船以上に

If you can not predict the goal, you are

体力が消費され危険前大

disqualified.

会でこの種の船はリタイ

Please recognize.

ヤ続出しました。

全体や同漕スタッフの安
全面からにゴールできな
い予測ができる場合は、失
格とします。認識くださ
い。
大きなカヌー Big cane
大会・参加者リスクが大き

Competition · Participant Only the

いため実行委員会が認め

person approved by the executive

た者しか運航は認めませ

committee because of the risk is not

ん。

accepted.
We do not approve the operation of a

実行委員会が認める大型

captain without the qualification of

カヌーの操船資格やスキ

large canoes approved by the executive

ルや経験がない艇長の操

committee and skills and experience.

船は一切認めません。

Be sure to report size and passenger
skills beforehand in order to ensure

乗船場所などの安全確保

safety such as boarding locations

のため必ず事前にサイ
ズ・乗艇者のスキルを報告
すること。

参加できない船 A ship that can not participate
おもちゃの部類

toys
性能的にはツーリン

It is not suitable for tooling

グに向かない

performance

素材や強度に不安が

I am concerned about the material and

ある

strength

ビニールは簡単に破

Vinyl can easily be torn

れる

It is not safe because it is bent with

波で折れ曲がるため

waves No participation by ship! !

安全ではない船での

It has nothing to do with the purchase

参加はだめ！！

price

購入金額には関係あ
りません
ボート

Ｂoat

後ろ向きにはいけま

Do not ship the paddle fixed or do not

せんカヌーはいつで

row backwards

も前向きです

Canoeing is always positive

パドルが固定されて
いる船
サップ

ＳＵＰ
シートが無い立って

Do not stand a seatless rowing boat.

漕ぐ船はいけません。 Even if you attach a simple sheet, it
シートを簡易的につ

will not be accepted.

けても認めません。

Fins are also dangerous in the Teshio

フィンも天塩川では

River.

危険です。

パックラフト

Packraft

もちろん楽しい船で

Of course it is a fun ship,

す,

But do not bring it in long distances

しかし長距離には持
ち込まないでくださ
い

ラフト

Raft
みんなで漕ぐのは楽

It seems fun to row everyone

しそうだけどね

It is not a canoe

カヌーではありませ
ん
双胴などカヌーのカテゴリーではないもの
Those that are not category of canoe such as catamarans
もう分るでしょう

I will know already

カヌーではありませ

It is not a canoe

ん

カヌー・カヤックと売られていても用途が違う船
A ship with a different use even if sold under the name of a canoe / kayak
パラカヌー利用者以

Outside the paracanoo user

外で

It is dangerous to row the canoes with

アウトリガーがつい

outriggers upstream.

ているカヌーを上中

It is dangerous to hit a rock or other

流で漕ぐのは危険で

ship.

す。

Ships with parts not related to

岩や他の船にぶつか

rowing, such as fishing rods, rod

り危険です。

folders, standing frames, etc. are
dangerous
Participant motor canoe, canoe with

釣竿ロッドフォルダ

outboard motor and foot boat are not

ースタンでイング用

allowed

フレームなど漕艇に
関係ない部品を付け
ている船は危険です
参加者のモータや船
外機付きカヌーや足
漕ぎボートは認めま
せん

帆走するカヌー Sailing canoe
セールやセンターボ

Those with sails and center boats are

ートがあるものは他

dangerous for other participants

の参加者にとって危
険です

その他 自作艇の注意点

Things that protrusions are not safe
Short size, dangerous not fit for your weight
突起物などが安全ではないもの

Fragile material

サイズが短く体重に合わず危険な

Materials that affect the environment

壊れやすい素材

Structures to sink immediately

環境に影響を与える素材

Broken objects

直ぐ沈する構造
壊れている物

Notes on homebrew notice

自作挺の注意事項注意

In addition, it is a self-made boat which is not in the form

そのほか自作艇で一般的なカヌーの形で無い

of a common canoe

もの

We will review things that are not on the market yet.

まだ市場に出ていないものについては審査し

If you are interested in participating, please send me a

ます。

photo etc. by e-mail.

参加意向のある方は写真をメールなどで送付

In that case be sure to attach size material processing

してください。

method such as height and weight height

その場合必ず縦横高さ重さなどサイズ素材加

ｍａｉｌ

工法を添付すること
ｍａｉｌ

canoe.hccc@gmail.com

canoe.hccc@gmail.com

