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■ ■ ■ SUP及びマリンスポーツ現状及び実施目的 ■ ■ ■ ■ ■ 

Stand Up Paddleboard（スタンドアップパドルボード）は、その頭文字をとって「SUP」 

（サップ）と呼ばれている近年世界中で急激に人気が高まっているウォーター・アクテ 

ィビティーです。 

日本に導入されたのは約10年ほど前ですが、ここ数年飛躍的に競技人口や趣味 

でされる方が増えております。 

ボードに立ってバランスを取りながら、パドルで水を漕ぐだけ！ 

SUPのボードはサーフボードと比較すると浮力が高いため、安定性が抜群で、乗る 

のは簡単。性別・年齢に関係なく初めての方でも容易に楽しめます。また、ボード 

上で、バランスを取るので、インナーマッスルが鍛えられると、フィットネス効果が注 

目されています。気軽に海、川、湖、運河等の様々なシチュエーションで遊べます。  

水上散歩はもちろんのこと、SUPの楽しみ方は多様化しています。 

都心の川に繰りだしてクルージングをしたり、ボード上でヨガやピラティスをして心 

と体を鍛えたり、子どもや犬をボードに乗せてゆったりツーリングしたり、魚を追いか 

けて船ではリーチしにくい場所での釣りをしたり、レースに参加したり、もちろん海で 

波乗りも。これまでにはないあらゆる水上での楽しみ方が広がっています。 

ここ伊王島でも昨年よりレンタルとスクールを始め人気のアクティビティとなっており 

ます。 

長崎県は海に囲まれてるにもかかわらずマリンアクティビティが定着しておらず子供 

たちも経験する機会もありません。海遊びを活性化させるために市民マラソンのよう 

な誰でも参加でき、また体験やレースを通じて広めていくことが地域活性、子供たち 

の育成、一流のアスリートを育てるきっかけになると考え企画いたしました。 

老若男女参加できカヤックやSUPの体験、ビーチでの食事や音楽を楽しみながら 

レース見学も出来るイベントにと考えております。 

将来は国際的なレースとファンイベントが合体したマリンスポーツの祭典になり、 

オリンピック選手が長崎から出てほしいと思っております。 
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■大会名称  ISLAND CUP NAGASAKI 伊王島 2018  

 

■開催日時  2018年6月10日(日）5：30～ 

 

■開催場所  伊王島海水浴場コスタ・デル・ソル（長崎県長崎市伊王島町1丁目2129番地）  

 

■主催     特定非営利活動法人 楽園 .com 

 

■共催     ISLAND CUP NAGASAKI 伊王島実行委員会 

 

■運営           BEACH STORE（糸島）  

 

■協力     ㈱KPG HOTEL & RESORT  ・  SAWARNA  ・  EAT SLEEP SUP 

                     KAIJIN’S PLANET SURF ・ Blue Corn  ・ P.W.RESCUE  ・ トトタベローネ長崎 

 

■協賛       i+Land  nagasaki  ・ ㈱フジオカ ・ トヨタカローラ長崎㈱ ・ 一般社団法人長崎国際観光コンベンション協会 

         ㈱文明堂総本店 ・ 株式会社ヤマハマリン西九州 

 

■後援     長崎市 ・ 長崎県スポーツコミッション ・ 西彼南部漁業協同組合   
         シーカヤック長崎 
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■競技種目       サップ＆カヤックによるロングディスタンス経験者SUP（3km）とカヤック（6km）、カヤックタンデム（6km） 

                        サップ＆カヤック初心者によるビギナーレース（1km） 

                        サップ＆カヤックによるフィッシング大会 

            レースを盛り上げるためのファンイベント（サップヨガ、キッズサップ、カヤック及びサップ体験） 

 

■競技規程     サップ（3km）、カヤック（6km）によるロングディスタンス                        

                        レースボード12.6ft以下 / インフレータブル12.6ft以下  

                        ファンクラス12.5ft以下（インフレータブル・サーフボード含む） 

                      ※カヤックタンデムは親子のみ      ※ビギナーレースはボード規定なし（混合） 

 

■参加資格       ロングディスタンス参加者は、確実に3km 、6kmを完漕ぎできる技量を身につけているものとする   

 

■募集人数       サップ（3km）50名 / カヤック（6km）50名 / ファンクラス（1km）50名 / フィッシング50名 

 

■参加費用       サップ（3km）￥4,000 / カヤック（6km）￥4,000（タンデム艇も同料金） 

                        ビギナーレース（1km）￥3,000 （小学生以下）￥2,000 

                        フィッシング￥2,000 （その他の競技に参加する場合は3km ・ 6km＋￥3,000 1km＋¥2,000） 

 

■受付方法     参加申込書に記入の上、下記に送信もしくは送付お願いいたします。 

                        （参加申込書は右記URLよりダウンロードお願いいたします）→https://rakuen-i.com/ 

           MAIL   i@rakuen-i.com       及び FAX 095-898-2204 

 

■受付期間       2018年4月1日（日）～2018年5月31日（木） 

 

 ■表 彰          各クラス メンズ1～3位 ウィメンズ1～3位 親子賞 年齢別表彰あり 
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■競技用ゼッケンの着用 

   (1)主催者から提供されたゼッケンは、主催者の指示に従い着用し、それらを変造することを禁止する。 

   (2)タンデム艇の場合、バウマン（前方の選手）がゼッケンを着用する。 

 

■カヤック＆    【チャレンジアクティビティ】  ※当日申込み 

    サップ体験  1）サップYOGA体験スクール ※当日受付 1,500円（現金支払い） 

              14:00～14:30  

                                     2）カヤック&サップ体験スクール ※当日受付500円（現金支払い） 

                14:30～15:00 

                                     3）サップYOGA体験スクール ※当日受付 1,500円（現金支払い） 

                                         15:00～15:30 

                                     4）カヤック&サップ体験スクール ※当日受付500円（現金支払い） 

              15:30～16:00  

 

■スケジュール 
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5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
コンテンツ

ファンイベント

KAYAK&SUPフィッシング

3kmロングディスタンス

1kmビギナーレース

3km&6kmロングディスタンス

10:00-11:00

計測

8:00-8:30

1kmビギナーレース

11:00-12:15

開会式

9:00-9:15

選手ミーティング

9:15-9:30

受付

5:30-6:00 フィッシング大会

6:00-8:00

受付

7:30-8:30

受付

7:30-8:30

受付

10:00-14:00

表彰式

13:00-14:00

表彰式

13:00-14:00

表彰式

13:00-14:00

ファンイベント

14:00-16:00

SUP YOGA
14:00-14:30

SUP&KAYAK
体験

14:30-15:00

SUP&KAYAK
体験

15:30-16:00

SUP YOGA
15:00-15:30
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■規 定    ”浮力体の着用を義務付けます。レース参加者は浮力体を 

          各自で持参してください。 

          サップ参加者はリーシュコードを着用してください。 

 

■会場案内 

  伊王島海水浴場コスタ・デル・ソル 

 （長崎県長崎市伊王島町1丁目2129番地） 

   

■交通アクセス 

  長崎市内より車で40分、大波止より船で20分 

  バスなどもご利用できます。 
  詳しくは下記URLにアクセスお願いします。 
  http://www.islandnagasaki.jp/ 

 

■駐車場 

     島風の湯前駐車場（無料）及びP4（無料） 

     参加選手の方は海水浴場でボード、荷物等を 

     降ろして頂き、上記駐車場に移動をお願い 

     いたします。 

 

 

■お問い合わせ  

   ISLAND CUP NAGASAKI 伊王島実行委員会 

   長崎市伊王島町1-3277-7 

   070-6405-8059  田口 

 

NO.4 

島風の湯 

P4駐車場 

http://www.islandnagasaki.jp/
http://www.islandnagasaki.jp/
http://www.islandnagasaki.jp/
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■大会規約         ・主催者は、傷害保険に加入しますが、疾病や紛失・盗難、その他の事故に際し、応急処置を 

                                   除 いて一切の責任を負いません。  

            ・健康診断を受けるなど、体調の管理は自身で行い、万全を期して臨んでください。 

                                 ・体調不良のままの無理な参加はご遠慮ください。 

                                 ・いかなる場合もお振込み後の参加費の返金はいたしません。 

                                 ・荒天などによる大会中止の場合は、参加記念品の発送をもって大会開催に代えさせていただ 

                                   きます。 

                                 ・全ての内容および時間は、予告なく変更・追加・中止になる場合がありますのでご了承ください。 

            ・参加者は、保険証または保険証コピーを必ずご持参ください。 

                                 ・熱中症対策に心がけてください。こまめな水分補給、帽子着用、日焼止めなど各自ご準備ください。 

               ≪次の行為があつた場合には、当該チームおよび個人を失格とする≫ 

                                 ・登録者以外の選手が出場するなど、不正出場があった場合。 

                                 ・酒気を帯びての参加をした場合。 

                                 ・マナーを乱し、参加者・住民・環境などに不快な影響を及ぼした場合。 

 

     【参加者誓約事項】 

                                  ・参加にあたっては、競技ルールおよび大会規約に定める事項を厳守いたします。 

                                  ・大会出場の映像・写真・記事・記録等の、テレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権は 

                                    主催者に属します。 

                                  ・誓約事項に同意の上、大会に参加致します。 

 

■その他             ・会場に更衣室、荷物置き場、コインロッカーがございます。 

                   ・テント・タープ等の持ち込み可。設置場所はスタッフまでお声かけください。 
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■コース地図（1km） 
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■コース地図（１周3km ・２周6km） 
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