スタンドアップパドルボードレース

THE JAPAN CUP Suprace in CHIGASAKI
大会実施概要書
≪開催目的≫
１ ホノルル市と姉妹都市である茅ヶ崎市を世界に向け PR
昨年、ハワイ州ホノルル市・郡と姉妹都市になった茅ヶ崎市。
ハワイで誕生した SUP(スタンドアップパドル)の大会が、昨年開催された
ことがホノルルの地元紙（スターアドバタイザー）に掲載され、ホノルル市長は大変関心を持た
れていたとのことです。
今年度は、国際ランキング大会の『THE JAPAN CUP CHIGASAKI』として
開催することで、ハワイとの密接な関係を国内外に継続してＰＲすることが
可能となります。
この大会は姉妹都市提携一周年記念事業として認められました。
また、茅ヶ崎市が誇る観光資源の海やビーチを最大限に利用した本大会は、世界中から来日す
るトップ選手の持つネットワークを通じてリアルタイムに情報発信されることとなり、茅ヶ崎市
の魅力を効率よく世界中に伝えることができる本大会の開催により、広域的な周知に寄与します。

２

国際大会の開催を通じた競技の普及とマナーの啓発

SUP レーサーワールドランキングスにおいて(http://www.supracer.co)
４星レースとして登録される本大会『THE JAPAN CUP CHIGASAKI』は、世界屈指の大会として注
目を集めています。
国内外のトップ選手が参加し行われる本大会は、世界最高レベルのレースが展開され、茅ヶ崎
市において世界のレベルが体感でき感動を味わうことが可能となります。
また、一般選手が出場する OPNE SERIES(オープンシリーズ）を同時開催し競技の普及とマナ
ーの啓発に寄与します。

３

海の教育を通じた青少年育成事業の実施

本大会では、次世代を担う子供たちに海や自然の素晴らしさを伝え、安全に海を楽しむ方法を
伝える企画を実施します。
ビーチクリーンをはじめとして、カヌー、SUP、ビーチフラッグ、他
などの体験を通じて海への関心を高め、健康な身体の育成、安全意識の向上、環境保全意識の向
上を図ります。

４

地域の活性化への寄与

本大会は茅ケ崎市の商業、観光振興に大会の開催を活用していただくこと を目的として、
様々なタイアップ企画を予定しています。大会参加、関係者に対し大会の HP、SNS を通じて発信
することができ、タイアップ企画を効果的に利用することができます。

５

放送含むメディアへの露出

J-SPORTS（669.7 万世帯視聴可能）にて 10 月、大会ダイジェスト 60 分番組を
初回ノースクランブ放送と再放送１回、計２回放送予定 昨年実績

J-com のコミュニティーチャンネル（１３３０万世帯視聴可能）での編成も予定しています。
また、雑誌、スポーツ紙など、他メディア露出へのアプローチを行います。

≪実施要綱≫
大会名称

The JAPAN CUP SUP Race in Chigasaki 2017

日

時

平成 29 年 10 月 14 日（土）〜15 日（日）
午前 8:00〜午後 5:00
※ 競技開始時間は、関係団体等との調整のうえ確定する。10 時以降スタート予
定。
スケジュール詳細は現在調整中です。

会

場

茅ヶ崎ヘッドランドビーチ西側（神奈川県茅ヶ崎市東海岸南）

主

催

特定非営利活動法人 SUPU（スタンドアップパドルユニオン）

出場者数

国内外選手（延べ 300 名想定）

来場者数

5,000 人（想定）

後
援
協
力
（予定）

茅ヶ崎市／茅ヶ崎市教育委員会／茅ヶ崎市観光協会／
茅ヶ崎商工会議所／神奈川県／神奈川県教育委員会／
かながわ海岸美化財団／海上保安庁／茅ヶ崎市体育協会／
茅ヶ崎サーフィン協会／日本サーフィン連盟茅ヶ崎支部／
日本 SUP 振興会（JSO）／
特定非営利活動法人 湘南ベルマーレスポーツクラブ／
NPO 法人あめんぼビーチクラブ／
日本スタンドアップパドルボート協会(SUPA)／
NPO 法人日本 SUP 推進協議会/茅ヶ崎アウトリガーカヌークラブ

特別協賛

未定

公式協賛

協

賛

株式会社エアロテック / 株式会社 BRAVO / 株式会社ル・オブジェ・アール・スタ
ジオ / GoPro / Anny Group / ザクロ屋（タナカコーポレーション株式会社） /
Hosoii Surf & Sports
Jammin/ AIR FLEET/Racerzap/湘南ちがさき屋/ムラサキスポーツ/JRS/ blueeq
波伝説・マリンウエザー海快晴/Hosoii Surf&Sports/デイリーボーンアートファ
クトリー / カラマグラスアートスタジオ / 株式会社ブレスト / 湘南針灸接骨院
/ 日本サーフィン BB スキムボードアカデミー / 株式会社ユニカ / 加藤医院 / 稲
岡ハウジング株式会社 / 明治安田生命保険相互会社 横浜関内営業部 / レプラコ
ーン / 株式会社 中村薬局 / 浜見平診療所 / SEA MONKY
昨年実績

≪プログラム概要≫
競技種目は少人数を各ヒートに分け、純粋な速さを競う「スプリント」（100m 以上 1km 以内）
と参加者一斉スタートで速さと持久力を競う「ディスタンス」（18km 以内）の種類。
また、当日来場した観客も SUP の魅力を体験できるアクティビティも実施予定。
THE JAPAN CUP は賞金レース（総額 300 万円）。
OPEN SERIES ディスタンス 6km は SUPA 全日本の予選レース。

≪レースカテゴリー：予定≫
① THE JAPAN CUP サバイバーレース (Men・Women)
② THE JAPAN CUP ディスタンス 18km (Men・Women)
① ②は賞金レースで下記の賞金額になります。（予定）
男 子：1 位：50 万円、2 位：25 万円、3 位：20 万円、4 位：10 万円、5 位：5 万円
女 子：1 位：25 万円、2 位：10 万円、3 位：5 万円
参加費：12,000 円（９月 23 日までのエントリーの場合）
（９月 24 日以降のレイトエントリーの場合 14,000 円）
エントリーフィーには保険・ゼッケンＴシャツが含まれます。
③ OPEN SERIES ディスタンス 3km (Men・Women)
④ OPEN SERIES ディスタンス 6km (Men・Women)・SUPA 全日本レースの予選です。
クラス：12.6feet 以下レースボードクラス
12.6feet 以下インフレータブルクラス
12.0feet 以下ファンクラス
表 彰：1 位から 3 位（各クラスごと）
参加費：8,000 円（９月 23 日までのエントリーの場合）
（９月 24 日以降のレイトエントリーの場合 10,000 円）
＊但し、SUPA 会員の方は 1,000 円引きになります。
エントリーフィーには保険・ゼッケンＴシャツが含まれます。

≪体験イベント＆エリア≫
① 子供向けイベント（青少年育成事業）
ビーチクリーン、カヌー、SUP、ビーチフラッグなどの体験を
通じて、海への関心を高め、健康な身体の育成、安全意識の向上、
地元産業への理解、環境保全意識の向上につながるイベントを開催。
② SUP 体験
SUP の体験試乗会。SUP インストラクターによる初心者向けの体験会を
実施予定
③ その他、キッズが楽しめるイベントを予定。水上遊具の設置。
④ モンスターSUP 体験。
⑤ カイトのデモンストレーション（予定）
⑥ キッズ SUP レース・モンスターSUP レース実施。

≪会場図（イメージ）≫

コース予定

