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三河湾の中央に位置する西尾市幡豆地域は、三ヶ根山をはじめ北部全域にわたる

緑豊かな山々と南部の青い海、美しい海岸線、湾に浮かぶ前島と沖島など多くの自

然環境に恵まれています。  『はずストーンカップチャレンジレース』は、手づくりのイカダで、海に浮かべ
たブイをまわってゴールするタイムレースです。   レースを通じて、海の安全やルールについて考え、三河湾の自然を感じながら、
夏の１日を東幡豆港・東幡豆海岸で満喫してください。   競技は、速さ自慢の『エキスパート部門』、チームワークの『一般部門』、若さと
華の『親子・レディース部門』、軽トラックに乗る小型サイズの『Ｋ部門』、だれで

も簡単に作って参加できる『ＤＩＹ部門』の５つの部門で行います。また、トーナ

メント方式で短距離王を決めるスプリントレースも開催します。   『エキスパート』『一般』『親子・レディース』の３部門の優勝チームには、幡豆
石を加工した優勝カップ（はずストーンカップ）が、さらに上位入賞チームには、

幡豆石を加工した賞状が授与されます。    自動車レースさながらの臨場感あふれる実況アナウンスとシンセサイザーによ
る演奏・効果音もレースを盛り上げます。   レース参加者以外の方にも楽しんでいただけるように、屋台村や多彩なアトラク
ションも企画されます。  『はずストーンカップ チャレンジレース』は、誰でも気軽に参加できるイベン
トとして１９９７年に第１回大会が開催され、第１０回大会の２００６年と第２０

回大会の２０１６年には「全日本イカダサミット」も開催されました。   今年の夏も、ストーンカップをめぐって熱い歓声が湧き上がります。  
はずストーンカップ実行委員会 
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１ 期 日 平成 30年 8月 5日(日) ※荒天の場合は 8月 12日(日)に延期 

 

２ 会 場 西尾市東幡豆町 東幡豆港 東幡豆海岸（名鉄蒲郡線 東幡豆駅下車徒歩３分） 

 

３ タイムスケジュール (予定時間) 

7:00 受付・搬入 8:30までに船体検査を完了すること。 

8:45 代表者ミーティング  

9:00 開会式 

9:30 Ｋ部門/ＤＩＹ部門 

親子・レディース/エキスパート/一般 部門［混合(※)］ 

スプリントレース部門(ＤＩＹレース) 

スプリントレース部門(親子・レディース/エキスパート/一般 部門)［混合(※)］ 

13:30 一色高校和太鼓部「いっしき」演奏 

14:00 表彰式・閉会式                  ※「５競技部門」参照 

 

４ 注意事項 

 ・乗員は小学 3年生以上で、25ｍ以上泳ぐことができること。 

・乗員は 4名以上（Ｋ部門は２名以上、ＤＩＹ部門は 4名以上 6名以内）で、成人が 

2名以上乗船すること。 

 ・乗員は泳ぐことができる服装の上、靴等を履き、ライフジャケットを着用すること。 

・乗員が落水した場合は、救助し、全員でゴールすること。 

・スタートから 30 分以内にゴールすること。（時間内であってもレース進行の妨げに  

なると判断した場合は曳航します） 

・艇及び乗員は、複数の競技部門へ出場できません。（スプリントレース部門は除く） 

 

５ 競技部門 

   表彰部門は分けますが、レースは｢親子・レディース/エキスパート/一般とＫ部門/Ｄ

ＩＹ部門｣で行います 

 部門に関係なく、抽選で本レース・スプリントレースの組み合わせを決定します。  

たとえば、抽選によっては親子・レディース/エキスパート/一般の船が同じ組で   

レースをすることもあります。 

◇親子・レディース部門～約 1000m～ 

若さと華が「ストーンカップ」にチャレンジします。 

親子･･････････乗員のうち半数以上が中学生以下であること。 

レディース････乗員のすべてが女性であること。 

◇エキスパート部門～約 1000m～ 

速さ自慢たちが真の「ストーンカップ」にチャレンジします。 
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◇一般部門～約 1000m～ 

 ノーマルクラス。チームワークで「ミニストーンカップ」にチャレンジします。 

◇Ｋ部門～約 500m～ 

軽トラに乗るサイズで「軽い、簡単、カッコいい」イカダでレースにチャレンジしま

す。 

◇ＤＩＹ部門～約 500m～ 

簡単に作れる｢ＤＩＹイカダ｣でストーンカップを気軽に体験できます。 

大人 2名を含む 4名以上 6名以内、総体重 480kg以下で参加してください。 

◇スプリントレース部門～約 100m(※DIY部門は約 50m)～  

競技部門に参加したイカダで、親子・レディース/エキスパート/一般 部門［混合］ 

とＤＩＹ部門でレースを行います。本レースとの乗員の変更は認めます。 

 

 

 

 

６ 申込書受付期間及び募集チーム数 

平成 30年 5月 21日(月)8:30～6月 22日(金)17:00 ※必着 

◇競技部門   計 72チーム（先着順） 

※申込状況に応じ、予告なく変更することがあります。 

コース図 

親子・レディース部門、 

エキスパート部門、一般部門 

(約 1,000m) 

K部門・DIY部門 

(約 500m) 

・スプリントレース部門 

混合(約 100m)DIY(約 50m) 

※コースについては、7月 1日の 

説明抽選会にて説明します。 

予約選手村 

先着 26チーム 

10,000円 

5ページ参照 
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７ 参加料（保険料込） 

■大人(高校生以上)……2,000円 

■子ども(中学生以下)…1,000円 

・7月 1日(日)の説明抽選会会場で集金します。 

・保険に加入するため、イカダに乗るすべての人の参加料が必要です。 

・出場の取消及び大会が中止の場合でも、参加料は返還しませんのでご承諾ください。  

８ 申し込み方法 

別添参加申込書、チームアピール原稿、誓約書に必要事項を記載の上、直接または郵送、

ＦＡＸでお申し込みください。様式は公式ホームページからもダウンロードできます。  

・直 接：西尾みなみ商工会 幡豆支所 

・郵 送：〒444-0702 西尾市寺部町林添 89番地 1 

       はずストーンカップ申込み係 

  ・電話：0563-62-3105 ＦＡＸ：0563-62-3288 

  ※申込書受理後、受理書を送付しますので、ご確認をおねがいします。 

 

９ 表 彰 ※表彰順 

◇スプリントレース部門[混合]  優 勝……………………………石の賞状 

◇スプリントレース部門[DIY]  優 勝……………………………表 彰 状 

◇Ｋ部門            優 勝……………………………石の賞状  

◇ＤＩＹ部門     優 勝……………………………石の賞状 

◇親子・レディース部門     優 勝…ストーンカップ  ／石の賞状 

◇一般部門      優 勝…ストーンカップ(小)／石の賞状 

◇エキスパート部門    優 勝…ストーンカップ  ／石の賞状 

       準優勝……………………………石の賞状 

                 ３ 位……………………………石の賞状 

  ◇新人賞            １チーム…………………………石の賞状 

  ※その他、中日新聞社から楯、協賛企業から副賞あり 

10 船体基準 

7ページ「手づくりイカダの船体基準」をご覧ください。 

※船体基準を満たしていない場合及び実行委員会が安全に航行できないと判断した場合は、出艇を 

認めません。 

11 イカダの搬入 

イカダは各チーム員で搬入し、船体検査を午前 8時 30分までに完了させてください。 

※車幅 1.7m以上の車両は海岸前の道路に進入できませんのでご注意ください。 

※「１」ナンバーの車両は進入できません。 
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12 出場者説明抽選会 

◇日  時 平成 30年 7月 1日(日) 

 13:00～13:30（受付） 

  ◇会  場 幡豆ふれあいセンター大集会室  

◇留意事項 

・チームの代表者及びイカダの製作責任者は、必ず 

出席してください。  

・会場で参加料等を集金します。 

・説明抽選会終了後、西尾市役所幡豆支所前で 

参加人数分のライフジャケット及び参加賞を 

配布します。 

 

13 資材の斡旋販売 

参加申込書により注文してください。 

  ◇発泡スチロール (約 182cm×91cm×42cm) …11,000円/個 

◇ＤＩＹ用発泡スチロール（約 30cm×30cm×42cm）…1,100円/個 

…13,000円/1 ｾｯﾄ(18個) 

  ・申込後、準備ができ次第、代表者に連絡します。 

・その他の資材については、各チームでご用意ください。 

 

14 予約制選手村 

  ◇予約制選手村(テントサイズ 5.4m×3.6m) …10,000円/張 

  ・先着 26チーム。設置場所は「コース図」（3ページ）をご覧ください。 

・選手村は、大会終了後も 15:00まで使用できます。 

 

15 ストーンカップグッズ先行予約 

◇マフラータオル 2018(イエロー＆レッド 約 20cm×110cm) … 800円 

・出場チームに限り、ストーンカップグッズの先行予約を受け付けます。 

・タオルは通常販売価格 800円のところを、700円で販売します。限定 200枚(先着順) 

・7月 1日(日)の説明抽選会にて予約分をお渡しする予定です。 

・ストーンカップ参加者は 1人 1個ずつ参加賞としてタオルを配布しますので、 

重複注文にご注意ください。 

 

 

 

 

幡豆ふれあいセンター 
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16 注意事項 

・ スケジュール等の変更は、その都度、実行委員会が決定します。安全第一ですので、
危険と思われた時は直前でも中止の決定をします。 

・ 競技中における傷病等については、応急処置は行いますが、その後の責任は負いかね
ますので、それぞれ注意し、処置をしてください。 

・ 船体基準を含む大会開催要項、説明抽選会における連絡事項・注意事項及び法令を  

遵守し、実行委員の指示、決定に従ってください。 

・ 本大会は、地元の方のご理解の上で開催しています。指定の駐車場に駐車する、ゴミ
は持ち帰るなど、地元に迷惑をかけないように配慮してください。 

 

 

ｾﾞｯｹﾝ･ﾗｲﾌｼﾞｬｹｯﾄ配布場所 

西尾市役所幡豆支所 

出場者説明会会場 

幡豆ふれあいセンター 

第 22回はずストーンカップ会場 
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幅 2.0m以内 

Ｋ部門は１.４ｍ以内 

長さ 

3m～4.5m 

※Ｋ部門は 

  1.9ｍ以内 

 

はずストーンカップ実行委員会では、第 21 回大会から競技部門として「Ｋ部門」を実

施しています。はずストーンカップファンの皆さまにつきましては新レギュレーションを

確認いただき、新艇製作の参考としてください。なお、イカダの船体基準は、皆さんに美

しい三河湾・西尾市の自然を“安全”に楽しんでいただくために設けるものです。しかし、

この基準だけで万全とは思われません。皆さんが安全への配慮と融和の気持ちでお読みい

ただき、実践していくことで、完全なものになると信じております。 

 

① 船体は、手づくりで人力だけを推進力とすること。 

 

② 船体は、幅２ｍ以内、長さ３ｍ以上４.５ｍ以内      

であること。ただし、舵を取り付ける場合は、舵を      

含め５ｍ以内であること。（Ｋ部門については      

幅１．４ｍ以内、長さ１．９ｍ以内（舵を含む）     

であること。） 

 

③ 船体（浮力体、装飾品などを含める）及び舵の材質は

自由であるが、流されたり沈んだりしないよう、それぞ

れの部品をしっかり取り付け、安全性を保ったものにすること。          

とくに発泡スチロールなど飛散する可能性がある浮力体を使用する場合は、     

シート、布などで全体を覆うこと。※ペンキなどペイントのみのコーティングは認めない。 

 

④ 船体には長さ３ｍ以上の丸太又は竹（一番細いところで外周２０㎝以上）を目視でき

る状態で２本以上使用すること。※Ｋ部門、ＤＩＹ部門は除く 

 

⑤ 安全性を保つため、船のような形で人が中に                  

入ることができる構造のものは、禁止とする。 

 

⑥ 安全性を保つため、乗船面に水が溜まらない 

ようにすること。また、乗船面からの高さが５㎝ 

を超える縁を取り付けることはできない。 

（装飾品を除く） 

 

縁５cm 

以内 

幅２.０ｍ以内 

（Ｋ部門は 1.4m以内） 

           乗船面  

上部の全面をふさぎ、その上に乗船すれば可  

安全にイカダレースを楽しもう 
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⑦ 曳航用のフックを船体の四隅にしっかり取り付けること。 

 

⑧ オール、パドルは、手づくりであり、長さ２ｍ以内で、木又は竹を使用し、折れた場

合でも、水に浮くものとすること。また、船体へ固定しないこと。ただし、Ｋ部門とＤ

ＩＹ部門は既成のオール、パドルでも可とする。 

 

⑨ 説明抽選会で配布するゼッケンを船体の見やすいところに取り付けること。 

※前方にベニヤのゼッケン、進行方向左側にプラダンのゼッケンを取り付ける。 

 

⑩ おおむね９０cm 四方のチーム旗を船体乗船面から１ｍ以上の高さに取り付けること。

（Ｋ部門についてはおおむね３０cm四方以上のチーム旗を取り付けること。） 

 

⑪ 必ず事前に試走を行い、転覆しないなど安全性を確認しておくこと。万一、転覆した

際にも安全に脱出可能であること。 

 

⑫ その他、不明な事項は実行委員会の決定に従うこと。 

★ 上記の船体基準を満たしていない場合、実行委員会が安全に航行できないと判断したときは、出艇を認めません ★ 

 

部門 

一般部門 

エキスパート部門 

親子・レディース部門 

Ｋ部門 ＤＩＹ部門 

長さ 
3ｍ～4.5ｍ 

（舵をつける場合 5ｍ以内）  

1.9ｍ以内 

（舵を含む） 指定品を使用するこ

と 
幅 

２ｍ以内 1.4ｍ以内 

丸太の使用 
3ｍ以上の丸太か竹を

2本使用 

不要 不要 

オール・パドル 
長さ 2ｍ以内で木製又

は竹製 

長さ 2ｍ以内 

※既製品可 

長さ 2ｍ以内 

※既製品可 

チーム旗 
概ね 90センチ四方 概ね 30センチ四方 概ね 90センチ四方 

 



                       
● 問い合わせ ● 

はずストーンカップ実行委員会 

〒４４５－８５０１ 

愛知県西尾市寄住町下田２２番地 

（西尾市役所商工観光課内） 

TEL ０５６３－６５－２１６９ 

FAX ０５６３－５７－１３２１ 

e-mail  info@stonecup.boy.jp 

公式 HP  http://stonecup.boy.jp/ 

Ｆａｃｅｂｏｏｋも更新中！ 


