
令和３年度 

第２回 名勝草加松原/あやせ川 

松尾芭蕉杯カヌー大会 
 

 

 

 

 

 

 

 

□期日 2021 年 12月 19日(日)9:00～11:00(荒天延期 26日) 

□会場 草加市綾瀬川コース (大人 3.0㎞ 子ども 1.0㎞) 

□主催 ・NPO法人草加市カヌー協会「草加パドラーズ」 

□後援 ・江戸川河川事務所 ・埼玉県 ・草加市 ・公益社団法人草加青年会議所 

・NPO法人今様草加宿 ・NPO法人うるおい工房村 ・東武よみうり新聞社 

□協力 ・公益財団法人草加市スポーツ協会 ・草加ペンクラブ ・草加八潮消防局 

    ・足立パドラーズ ・越谷市カヌー協会 ・春日部市カヌー協会 

 

□ 参加申込み 草加市松江 2-4-16 電話・FAX 048-931-3844(中島) 

□ 種目 ①レーシング艇 ②スラローム艇 ③小中学生の部 いずれか一つ 



松尾芭蕉杯の由来 
 

元禄２年(1689)3月、『おくのほそ道』で「その日やうやう草加といふ宿にたどり着きに

けり・・」と芭蕉が最初に記したのが草加宿です。平成 26年(2014)3月 18日、文化庁

により『おくのほそ道』に関連する名勝地を後世に伝える一連の風景地として評価され、

国の名勝に指定されました。草加松原と綾瀬川は、市民の誇れる自然空間です。松尾芭

蕉の「おくのほそ道」名勝指定 6周年を記念し、綾瀬川で松尾芭蕉杯カヌー大会を開催

します。そして、ふるさと草加の歴史・文化遺産を讃えたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

草加宿に足跡を記した松尾芭蕉 (麦倉忠彦作) 

右手の綾瀬川と田園風景を望みながら奥州日光街道に歩みを進めた 

 



松尾芭蕉杯カヌー大会趣旨 

《草加パドラーズの三つの願い》 

① 河川美化活動を推進・・・ 

 草加パドラーズは、環境省、江戸川河川事務所、埼玉県、草加市等の行政と連

携し、綾瀬川の美化活動を推進します。(河川の再生) 

② ふるさとの綾瀬川を誇れる河川に・・・ 

 草加パドラーズは、カヌー等を通じて水辺に親しめる河川を目指し、名勝「草

加松原」と共に誇れる綾瀬川にします。(誇れるふるさと) 

③ 綾瀬川をスポーツ文化の拠点に・・・ 

草加パドラーズは、行政と協力し、カヌー等を通じて綾瀬川のスポーツ文化の

普及と街づくりに貢献します。(スポーツ文化の普及と街づくり) 

 

開催理念(目的) 

 

1 松尾芭蕉の「おくのほそ道」名勝指定 6周年を記念して実施します。 

2 草加松原と綾瀬川を、市民に誇れる自然ゾーンにします。 

3 ワーストワンの河川をカヌーのメッカにします。 

4 川の再生を願い、安全で親しめる水辺をつくります。 

5 行政や獨協大学と連携して、住みやすい街をつくります。 

※ 毎年、12月の第３日曜日に実施します。(年のおわり＝しめくくり) 

 

 



開会式 
 

1 開会の言葉 副会長 古田冨士雄 

2 主催者挨拶 会長 木村高明 

3 祝辞 浅井市長 黄川田衆議院議員 山川衆議院議員  

熊谷参議院議員 木下埼玉県議会議員 

4 来賓紹介  公益社団法人草加青年会議所  NPO法人今様草加宿  

NPO法人うるおい工房村  草加ペンクラブ   

5 選手宣誓 ※子ども 

6 競技説明  副会長 古田冨士雄 

 

閉会式 

 

1 表彰 中沢 充(進行係・草加市スポーツ協会) 

2 講評 中沢 充(総括・草加市スポーツ協会) 

3 謝辞  代表理事 中島 清治 

4 閉会の言葉 副会長 古田冨士雄 

※敬称略 



□大会役員 
・名誉会長      草加市長 浅井まさし 

・大会実行委員長   草加パドラーズ名誉会長 佐藤宣勝 

・総括責任者     草加市カヌー協会理事長 中島清治 

□競技役員 

・競技委員長 会長 木村高明  

・総務部長 副会長 古田冨士雄 補・渡邉  

  ・受付 間宮 梅田 黒田 大沢麻 

・広報 広報委員長 井坂 ドローン 小野里 

・会計 中島 間宮 

・本部設営 大原 古田 村田 木村  

・接待・誘導 黒田 佐藤し    

・駐車誘導 荻原 渡邉 大沢 角屋 

・コース設営部 林 村田 篠岡 大原 木村 古田 矢部 窪 三池   

 

・ゴール記録 村田 矢部 (スポーツ協会) スタートフラッグ 

 

・ゴール計測 篠岡 古田 (スポーツ協会) 

 

・水上救助 木村 林 松永 脇谷 松下 佐藤宣 大原 小峰 三池(草加八潮市消防局) 

 

・陸上救助 中村 大沢進 古田 中島  

 

・選手登録 中島 間宮 

 

・表彰 矢部 間宮 佐藤(メダル) (スポーツ協会) 

 

・救護 石崎(看護師) 中村 黒田(着替え) 大沢麻 

 

□競技役員は、参加者が安全で楽しく参加出来るように相互が補完し合い活動

する。 

□第 2回目なので、不測の事態が発生しても落ち着いて行動する。報告・連絡・

相談を心がけ、責任を持って素早く対応する。新型コロナ対策をする。 

□参加者全員、埼玉県川ガキ事業、レクリェーション保険に加入済である。 



大 会 要 項 

1 主催 草加市カヌー協会「草加パドラーズ」 

2 後援 ・江戸川河川事務所・埼玉県・草加市・公益社団法人草加青年会議所 

・NPO法人今様草加宿・NPO 法人うるおい工房村・東武よみうり新聞社 

協力 ・公益財団法人草加市スポーツ協会・草加ペンクラブ・草加八潮消防局 

 ・足立パドラーズ ・越谷市カヌー協会・春日部市カヌー協会 

3 期日  2021年 12月 19日(日)9:00～11:00  予備日:12月 26日(日)  

※荒天延期の時「草加パドラーズ」ホームページで朝 6:00お知らせ  

4 会場 草加市綾瀬川マリーナ付近 ※別紙参照 

5 種目 《競技種目》は次の通り 3種目です。 

➀レーシング艇   (20 名) 

②スラローム艇(含む カナディアン) (20名) 

③小中学生種目  (20名) 

6 方式  ①種目別で順位を競う 上位入賞者を表彰する 

      ②発艇は同時スタート、種目別に整列スタート 

7 コース 草加市内「名勝草加松原」沿い 

綾瀬川特設コース (大人 3ｋｍ 子ども 1ｋｍ) ※別紙参照 

8 日程 

・8:30受付開始 ・8:50受付終了 ・9:00開会式 

・9:30スタート ・10:30競技終了 11:00表彰・閉会式 



9 参加資格  

・心身ともに健康で、大会の趣旨に賛同し参加費を納めた者。 

  (※小中学生は無料。未成年者は保護者の同意のもとに参加して下さい。) 

・大会終了後、新型コロナウイルスに感染した場合、速やかに報告できる者。   

10 使用艇 浮力体を装備した自艇参加を原則とする。 

        ※草加市カヌー協会艇貸出も可能です。 

11 参加費 ・大人 1,000円(当日・受付支払) ・子ども 無料(幼小中学生)  

12  表彰 完漕賞(全員)  賞状 1～6位 メダル 1～3位 

13 申し込み方法 (※別紙書式で先着 60名まで)  

➀ファックス 又は ②メール で事務局まで 

     ・住所 氏名 年齢(学年) 種目を明記する。 

14 申込締め切り日 2021年 12月 10日 

15 問合せ事務局 048-931-3844  080-6567-3773(携帯) 

            メールアドレス: jppqd423@yahoo.co.jp 

16 付則  

①主催者は、競技中の事故に対する埼玉県川ガキ事業保険・レクリェーション保

険の対象範囲を除いて一切の責任を負いません。 

②安全第一で実施、ライフジャケットは必ず着用ください。 

③河川は右側通行です。すれ違う時は右側に除けてください。 

17 その他  

・分からないことがありましたら、事務局へ気軽にお問い合わせください。 

 



草加市カヌー協会様              申込締切 12/10 

松尾芭蕉杯カヌー大会 

参加申込書 

・住所 〒                                  

・氏名                           

・年齢       歳 

(学校名・学年)                                

・緊急連絡・電話                                 

※参加希望種目を○で囲んでください 

□参加種目 ①レーシング艇   3㎞ 

       ②スラローム艇(含むカナディアン) 3 ㎞ 

      ③小中学生種目  1㎞ 

《必須事項》前日・当日検温し、コロナ感染の防止をする。※受付で再確認 ! 

 

申込み FAX 048-931-3844  又は 事務所宛メール jppqd423@yahoo.co.jp 
 

承諾書 
・大会の趣旨に賛同し、子どもの参加を申し込みします。万が一の場合、埼玉

県川ガキ事業保険、レクリェーション保険の適用をお願いいたします。      

保護者氏名                  サイン or印 

            令和 3 年  月  日 



□参加種目 大人Ⅰレーシング艇 Ⅱスラローム艇 Ⅲ子ども  要受付提出 

□申し込み番号 (              ) 

健康状態問診票 
松尾芭蕉杯カヌー大会実行委員会 

1 氏名          

2 住所                   

3 連絡先(電話)           

□本日の体温(    °Ｃ) 受付で検温します! 

   ※ 37.5℃以上の方は参加をご遠慮いただきます。 

□朝の検温をお願いします  レ点チェック 

   項目/ 月日 12/16  12/17  12/18 12/19 

Ａ 37.5度以上

の発熱がない 

    

Ｂ 1味/臭覚障害なし 2咳が出ない 3咽頭痛がない  

4倦怠感がない 5息苦しさがない 6 身近に発症者なし 

※正常でしたか、お尋ねいたします？ 

◎一週間以内に、新型コロナウイルス症状が出たら、大会

本部(080-6567-3773)へ必ず連絡をお願いします。



 



 



 



 


