
仁淀川国際水切り大会にようこそ 
奇跡の清流仁淀川でマジで過ごした 1 日は、人生を通じて残る素晴らしい思い出となるでしょう。 

ご来場の皆様には、原風景の夏をお贈りします。 

 
スムーズな競技進行のため、また安全管理のためスタッフの指示、誘導には従ってください。 

事故につきましては、イベント保険の範囲内で可能な限り誠意を持って対応しますが、それ以上はご容赦ください。怪我は自己責任ですが、救急箱は用意し

ています。熱中症など気分が悪くなったら本部においでください。 

会場では、来年度の水切り大会の告知やＰＲのための写真や動画の撮影をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。 

 

受付 ８時半～１０時半 

あなたのゼッケン番号を告げてください。担当の者がリ

ストを見てあなたの名前を読み上げます。間違いなけれ

ば参加料をお支払い下さい。ゼッケンを忘れた方は、傍

らにあるゼッケン番号表で番号を見つけてください。 

ゼッケン 帰るときは必ずゼッケンをゼッケンコー

ナーにお返しください。その時途中で帰るのか、終わっ

て帰るのか係りの者に告げてください。このとき参加賞

を差し上げます。 

練習所 練習は練習所以外でしないでください。競技

の邪魔になるだけでなく、非常に危険です。 

開会式 9 時に本部前広場にお集まりください。簡単

な説明と開会宣言を行います。 

予選 9:05～11:00。 A 会場・B会場に分かれ

て行われます。男性の部は 64 名、女性・子供・チャ

ンピオンシップでは 32 名づつ選ばれます。敗者復活枠が

決定するのは 11:00 予選終了時です。引き続き A 会場で

敗者復活戦が始まります。A 会場～男性の部。B 会場～女

性・子供・チャンピオンシップの部。成績が悪くても諦

めないでください。敗者復活から優勝した人もいます。 

本選 11:30 からですが、始める前に選手のみなさん

は全員本部前にお集まりください。点呼とスケジュール



の説明と注意事項があります。A・B テントにそれぞれ８

人待機していてください。この時先攻・後攻をくじ引き

で決めます。赤先攻、青後攻。チャンピオンシップ→女

性→子ども→男性  子供の部門が始まるのは、12:15

頃です。 各部門 A 会場・B 会場に分けて交互に進めま

す。各部門のベスト８を決めます。 

 

水切り教室 水切り名人から手解きを受けましょ

う。チャンピオン経験者による指導です。世界レベルの

水切りの技を見せてもらいましょう。１０時から。 

 

ハート石コンテスト・いしぶみコンテスト 

10:45 から受付を始めます 

参加方法 だれでも何個でも OK！ 川原でハートの石

を見つけた人、面白い石に楽しい名前をつけた人は、受

付まで持って来て 名前・住所・連絡先をご記入くださ

い。そしてカードにタイトルとメッセージを書いてくだ

さい。 

受付場所 受付テント 受付コーナー 

参加費  石1個につき １００円   

受付時間 10:45 から 13:30 まで 

入賞発表 14:00 に発表します。素敵な賞品を用意して

います。 

エントリーされた石はお返しせず、ハート石コンテスト

実行委員会で保管いたします。 いろんなイベントに、こ

の素晴らしい作品を展示して、何気ない川原の石が大き

な感動を与えることができると実感してもらいます。ど

うしても持ち帰りたい方は、係りの者におっしゃってく

ださい。 

 

敗者復活戦 Ａ会場で１１時半まで行われます。男性

の部で予選の結果に納得ができなかった人は 10:00 から

受付コーナーへお出でください。11 時から A 会場で受け

付けます。挑戦料 ２投３００円です。 

 

宝探し大会 は１０歳以下限定です。エントリーして

いないお子さんも参加できます。 

本選 子供の部が終わり次第始めます。12:30 位から。 

 

決勝戦 先に各部門準決勝まで終わらせます。女性・

男性・子供・チャンピオンシップの順。決勝戦をみんな

で盛り上げましょう。 

 

ブルーカード スタッフの独断で、キラキラしている

方にブルーカードをお出しします。選手だけでなく見物

人も対象です。カードを GET した方は景品コーナーにお

出でください。素敵なプレゼントがあります。 

 

ゴミ は必ず持ち帰りましょう。ビニールやプラスチ

ックが川に流されると大変な環境汚染になります。持っ

てきたゴミはプラスチックに限らず全て各自が持ち帰り

ましょう。出店のゴミはお店にお返しください。 

 

テント 晴天の場合炎天下となります。日陰に「観客

席」を自由にお使いください。狭いですが、譲り合って

快適にお過ごし下さい。熱中症には、充分気を付けてく

ださい。この他、競技を運営するための「運営テント」

があります。「受付テント」や、出場する選手が順番を

待つ「A テント」「B テント」アナウンサーがいる「放送

記録テント」などです。こちらの方は関係者以外は立ち

入らないでください。 



トイレ トイレはニコニコ館のトイレを使っていただ

きます。会場から距離がありますので、「トイレシャト

ル便」を随時出しています。軽トラの荷台に乗って河川

敷を移動します。とても揺れますので充分気をつけてく

ださい。怪我や事故につきましては、責任を取りかねま

すので、各自しっかり気をつけてください。 

飲み水 熱中症対策として冷たい飲み水や、土佐湾の

海水を天日乾燥させた食塩を用意しています。無料です。

意識的に塩分・水分を取る、時々川の水に浸かるなど自

己管理してください。 

出店 お食事、飲み物、スイーツなどの出店を用意し

ています。ナチュラルで、オーガニックで、仁淀川や高

知を応援するこだわりのお店です。 

ザイオンバレーファームはかき氷屋さん。自分で栽培し

ている無農薬ブルーベリーでシロップを作り贅沢にかけ

たかき氷。 

ひじり薬草茶屋はひやしあめ、無農薬、無化学肥料の素

材を使用し、炭火で丁寧に調理しています。他にまたた

びの飲み物やゆず黒糖、薬草茶などを提供します。 

ヒマラヤンオーガニックは、チャイ、紅茶、コーヒー、

ホットサンド、コロナビールやカクテルを用意していま

す。ネパールの最高級オーガニック紅茶を使用していま

す。 

高知マリン協会は焼き鳥と生ビールです。国産鶏のせせ

り肉を炭火でじっくり焼き上げ、秘伝の特製タレで美味

しいです。 

道頓堀たこ焼き日高村店は、焼きそば、たこ焼き、冷製

トマトパスタ、ほか飲み物です。外はカリツと中身はト

ロリの食感のたこ焼きです。冷製パスタは、日高村特産

のシュガートマトのピューレをパスタに練りこみました。

ソースにもたっぷりトマトピューレが入っています。フ

レッシュトマトもカットして載せてあり、トマトをいっ

ぱい食べてもらえます。日高村のトマトをご堪能くださ

い。 

春野の屋台春夏冬（あきない）は、春野産馬肉のすじ肉

の焼きそば、唐揚げ、かつお飯、フライドポテトにイモ

ケンピ、飲み物などです。 

によど Craft Tea は無農薬自然栽培の最高級土佐茶を味

わってください。 

 

 



投げる石 仁淀川の川原では水切りに適した石がたく

さん見つかります。基本的には仁淀川で拾った石をお薦

めしますが特に規制はしません。持ち込みマイストーン

も OK です。 

風や波 によって待ち時間を設けることもありますが、

状況が変わらない場合は続行します。 

審査 予選の審査は跳ねる回数のみをカウントします。

３回投げて一番良い成績を記録します。男性の部はシー

ド選手を入れて 64 名、女性・子供・チャンピオンシップ

では 32 名本選に出場できます。 

本選・決勝戦 ２者対決の勝負によるトーナ

メント戦に変わります。審査項目も跳ねる回数の他に飛

距離、波紋や投げるフォームの美しさも考慮した総合評

価で勝者を決めます。赤と青に別れ、赤先攻で勝敗を決

めます。待ち時間にくじ引きで赤青を決めてもらいます。

審判の判定には従ってください。 

賞 各部門で、優勝１名、準優勝１名、３位２名を決め

ます。 

他に観光協会賞（県外の参加者の中から）、ロータリー

クラブ賞（予選最多記録賞）、 

ハート石コンテスト（ハート賞・エンジェル賞・ひっし

かっぱ賞・コメント賞）、 

いしぶみコンテスト（仁淀ブルー賞・清流賞・佳作）の

各賞もあります。 

参加賞 参加者がゼッケンを返却する時に参加賞を差し

上げます。 

ブルーカードは、会場にいるすべての人が対象です

 

禁止事項と危険行為 

暴力行為：心身を傷つける言動は厳に禁じます。

セクハラ、パワハラも同様です。 

比較的安全な遊びである水切りは、それでも石を投げるという危険

な行為をしています。練習中でも、決して人のいる方向に投げない

でください。特にコントロールが難しい子供たちには、当てられない

ように十分気をつけてください。 

監視員やスタッフの制止を無視して泳いで川を横断しよ

うとしたり、競技会場に泳いで入ったり決してしないで

ください。 

 

 

賞品 

チャンピオンシップで優勝された方には、NPO

法人仁淀川お宝探偵団より世界一の認定証が

授与され、全日空からは航空券がもらえます。

高知発 東京か大阪便の往復ペアチケットで

す。 

チャンピオンシップの準優勝、３位の方、男性の部、女性の部、

子供の部の１位から３位までの方。仁淀ロータリー賞、いの町

観光協会賞、ハート石・いしぶみコンテストの優秀賞の方、ブ

ルーカードを獲得した方には、仁淀川のお宝景品が贈られ

ます。 

仁淀川の恵みである、山の幸、川の幸、海の幸や和紙や

お酒、木工製品の他、仁淀川の文化や自然の紹介、安全

な川遊びのサポート、癒しとなる温泉入浴券、清流を守

るための提案 手作りせっけんや流域の博物館の入場券

などを用意しています。 

参加者全員に参加賞を用意しています。お帰りにゼッケ

ンをお返し頂いた時に、クジをお引きください。あたり

の方にはビールや入浴券などいろいろな景品を進呈しま

す。ハズレの方にも、ボールペンやミニマップなど も

れなく用意しています。 

 

スポンサー 

この大会はたくさんの志が集まって運営されています。皆様の参加料の他、以下の企業の支援と協

力で活動できています 

全日本空輸㈱ 高知支店/仁淀川わくわく会議/仁淀ロータ

リークラブ/㈱ビバ沢渡/株式会社高知ハウス/税理士法人

高知さくら会計/刈谷農園//有限会社ティーエヌコミュ

ニケーション/国友農園（国友商事株式会社）/高知食糧

株式会社/株式会社岡林農園/有限会社 戸田商行/新居

地区観光交流施設 南風～まぜ～/あおぎ /道の駅この

か /柳瀬ハウス/ゴッドバレー /高知シティーエフエ

ム/Sumi/SO-AN/寺尾石材店/土佐和紙プロダクツ/㈱西日



本科学技術研究所/（有）丸英製紙/みんなの家/村の駅ひ

だか/㈱屋形舟仁淀川/若草幼稚園 

タケムラデザインアンドプランニング/吾北むささび温泉/アプロス株式会社 

中川渓谷 ゆの森/こうち童話の会/日本郵政株式会社かんぽの宿伊野

/NPO 法人 日高わのわ会/塩の邑 山塩小僧/農事組合法人池川茶業組

合/株式会社 池川茶園/農事組合法人霧山茶業組合/有限会社高知アイ

ス/株式会社岡林農園/渋谷食品株式会社/利休/司牡丹酒造㈱/亀泉酒

造株式会社/キリンビール株式会社高知支社/高知/ホームセンター ウッ

ディー/土佐和紙工芸村「くらうど」/池川木材工業有限会社/保険工房さくら

/意匠計画 栞/横倉山自然の森博物館/いの町 紙の博物館/こうち童話

の会/(有)伊野納骨堂.枝川葬祭/石けんのオリーブ/若水会/ふれあいの里

柳野/企業組合宇佐もん工房/(有)竹内商店/村岡マサヒロ/うさぎぴょっき

ち/テーマパーク四国/ゆうあい工房/サードアイ/ハーブ仁淀川/越知町仁

淀川山椒企業組合/大野くわ製造処 

 

スタッフ 

水切り大会は、たくさんのボランティアスタッフの協

力で運営しています。スタッフは全員水切り大会や仁

淀川が好きで頑張っておられます。初めて社会経験す

る高校生のボランティアもいます。応援してあげてく

ださい。 

アナウンサー：山口律子（りっちゃん）高知県出身、

在住 ラジオリポーター、フリーアナウ

ンサーとして式典、コンサート、イベン

ト等で司会を務めています。 

審判：公文潔（きよっちゃん）伝説のサーファーで現

在多国籍料理 SO-AN のオーナー。水切り

大会が始まった時から審判を務めてき

ました。現審判長。 

水切り大会実行委員会：NPO 法人 仁淀川お宝探偵団

のメンバーの他いの町観光協会の方、県の職員の方、

看護師の方と様々な方で構成されています。水切り大

会を開催するために、１年中活動しています。 

仁淀川お宝探偵団：１６年前に生まれた小さな NPO で、仁淀川が

好きな人が、この川を元気にするために集まった団体です。活動は、

仁淀川を とことん遊んで、とことん知って、とことん伝えて、とこと

ん守るというものです。具体的には水切り大会の他 水質調査や

水生生物調査、お宝調査等を行っています。仁淀川お宝地図を作

って売ってたこともあります。 

 会員は、アーティストやミュージシャン、食堂オーナー、自営業、会

社勤めの人等で、１７人です。いつでも会員募集中です。 

 運営資金は、年会費と事業収益の他は寄付金でまかなっていま

す。事業収益は、いつもトントンで、とても少ないです。 

 現在も、これからも、仁淀川が大好きな皆様、水切り大会が大好

きな皆様からの、資金援助を、お待ちしています。 

 

仁淀川国際水切り大会に参加して感じたこと、意見、苦言、応援、などありましたらぜひお寄せください。 

mail  shono@niyodoriver.com 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人 仁淀川お宝探偵団 

http://niyodoriver.com/ 

仁淀川お宝探偵団のホームページ       〒781-2124 高知県吾川郡いの町八田 １４６７ 

℡ Fax 088-893-3275   

携帯 090-7578-6172 

mail shono@niyodoriver.com 

水切り大会の FB                           生野宜宏  


