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注意！注意！注意！注意！    

2017 年度の規則は（前年に比べて）大幅に変更されました。 
全てのページを注意深くお読みください。 
不確かな箇所があった場合には、英語の原文を参照してください。 
 
解釈に関する紛争においては、常に英語の原文のみが正しいものと考慮され、優先さ
れます。 
    
情報・規則等の更新は、まず英語で発表され、そのあとで時間の許す範囲内で 
翻訳が配信されます。繰り返しますが、最新の正確な情報・規則は、常に英語版で
す。 
    

    

 
＊ 規則の内容について日本語で質問したい方は、下記にメールで連絡してください。 

翻訳者： 鳥飼文彦  ftorigai@gmail.com 
Fumi Torigai, Torigai Translation Service, Whitehorse, Yukon 
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YRQ Logo 

 

ユーコン・リバー・マラソン・パドリング協会ユーコン・リバー・マラソン・パドリング協会ユーコン・リバー・マラソン・パドリング協会ユーコン・リバー・マラソン・パドリング協会 

YUKON RIVER MARATHON PADDLING ASSOCIATION 

4061 4th Ave, Whitehorse, Yukon, Canada Y1A 1H1 

Phone: (867) 333-5628 (33FLOAT)  Fax: 1-888-959-3846 

Email: info@yukonriverquest.com,   Website: www.yukonriverquest.com 
 

 

 

2017 年度年度年度年度 ユーコン・リバー・クエスト規則ユーコン・リバー・クエスト規則ユーコン・リバー・クエスト規則ユーコン・リバー・クエスト規則    （草稿（草稿（草稿（草稿 2016-09-21) 
 

第第第第 19 回ユーコン・リバー・クエスト、カヌー及びカヤック回ユーコン・リバー・クエスト、カヌー及びカヤック回ユーコン・リバー・クエスト、カヌー及びカヤック回ユーコン・リバー・クエスト、カヌー及びカヤック・・・・レースレースレースレース公式規則公式規則公式規則公式規則 

 

 

 

 

序文序文序文序文 

 

 

ユーコン・リバー・クエスト（YRQ）の歴史は 1897-99 年に起こったクロンダイク・ゴールド・ラッ
シュの 100 周年記念日に遡ります。「真夜中の太陽レース」として知られるこのレースは、北国の空
が暗くならない季節に開催されるため、参加者は、水の上で丸 24 時間漕ぎ続けられる、というユニー
クな経験を得られます。レースの⾏われるユーコン川は、いくつかのユーコン原住⺠の伝統的領地を通
って⾏きます。ゴールド・ラッシュ・スタンピーダーがこの地に入って北国の様子を永久に変えるその
ずっと以前から、原住⺠はユーコン川を利⽤してきました。原住⺠の伝統的なカヌーや、後年スター
ン・ホイーラー(船尾外輪船)が上下したユーコン川は、実は昔と大して変わっていません。その野生の
美に魅せられて、世界中から人々が訪れてきます。 

ユーコン・リバー・クエスト（YRQ）はありきたりの川下り冒険の旅ではありません。大自然の中で
のパドリング・レースです。全ての参加者は、他のボートや他の人に何時間もの間全く出会わない可能
性があることを予期しておいて下さい。ユーコン川沿いは、道路のアクセスポイントも少なく、人もほ
とんど住んでいません。チーム・メンバーが技術的にどんなにすぐれていても、思いもかけないような
最悪のことが起こりうるし、実際起こるのだ、ということを念頭に置いていてください。肩の障害、手
首の疲労、水膨れのできた手、極度の疲労、寒さや雨による低体温症、暑さのせいで起こる高熱症、ま
たは単なる過度の疲労。チームはそれらのことを踏まえて、チームはそれらのことを踏まえて、チームはそれらのことを踏まえて、チームはそれらのことを踏まえて、いざというときには、二、三日はいざというときには、二、三日はいざというときには、二、三日はいざというときには、二、三日は自給自足自給自足自給自足自給自足
できるよう装備しできるよう装備しできるよう装備しできるよう装備してください。てください。てください。てください。 

パドラー自身でパドラー自身でパドラー自身でパドラー自身で即時に即時に即時に即時に緊急の緊急の緊急の緊急の自己保身が出来るように自己保身が出来るように自己保身が出来るように自己保身が出来るように準備準備準備準備してください。してください。してください。してください。あたりにだれもいず、他のボ
ートもみあたらないところで、何らかの原因で水に落ちたとき、最終的にはリカバリー／自己保身はパ
ドラー自身の責任になります。最悪の条件を仮想して準備をしてください。肩や手首を痛めて休まなけ
ればならないときは、自分の体の保温に留意しなければなりません。そのためにはスリーピング・バッ
グ、避難所、温かいスープなどが考えられます。使わないかも知れない荷物の重さが増えてしまうだけ
みたいですが、それがあるかないかで、レースを続けられるか 川で救助されたため失格とみなされる
か、の違いになります。自信があるからと言って、緊急のための装備に関して倹約しようとしたり、お
ろそかにしたりしないこと。 

低体温症（ハイポサーミア）は、救助されたうえレース失格を余儀なくされる一番の原因です。⻑雨に
備えて、スペアーの乾いた衣服は２ セット⽤意すること。寒さを感じるまえに暖かい衣服を着るこ
と、特にウールの帽子をかぶる。寒さのために身体が震えて漕ぐこともできないようならば、すぐに風
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や雨を避けて、乾いた衣服を着⽤、テントと寝袋に入って身体をあたため、暖かい飲み物を飲む。それ
でも暖かくならないときは、熱い湯をボトルに入れ、それを着ている物のなかにいれて身体をあたため
る。手足の冷たさを心配する前に、身体の芯を暖める。バックパック⽤の小さな軽量ストーブがレース
完走のカギになるかもしれません。だからこそ必須項目/ギアの一つとして携⾏が義務付けられている
のです。いくつかのモニター・ポイントと正式のチェック･ポイントは、競技者を援助するために、レ
ース・ルートの数か所に設置されています。(位置と設備詳細については、ルール２３参照) 原則とし
てそこにはたき火と熱湯が⽤意してあります。寒くて自分でどうしようもない時などに利⽤してくださ
い。体を温まるために数時間かけても、そのために失格になることはありません。リバー・レスキュー
の対象の一人にならないように、レースを完了するべくがんばってください。 
 
 

 

レース進⾏手順要綱レース進⾏手順要綱レース進⾏手順要綱レース進⾏手順要綱 

    

１．レース出発１．レース出発１．レース出発１．レース出発    

２０１７２０１７２０１７２０１７年度ユーコン・リバー・クエスト・レースの出発は２０１年度ユーコン・リバー・クエスト・レースの出発は２０１年度ユーコン・リバー・クエスト・レースの出発は２０１年度ユーコン・リバー・クエスト・レースの出発は２０１７年６月２８７年６月２８７年６月２８７年６月２８日（水）正午。出発場日（水）正午。出発場日（水）正午。出発場日（水）正午。出発場
所は、ユーコン準州ホワイトホース、ロータリー平和公園にある所は、ユーコン準州ホワイトホース、ロータリー平和公園にある所は、ユーコン準州ホワイトホース、ロータリー平和公園にある所は、ユーコン準州ホワイトホース、ロータリー平和公園にあるあずまあずまあずまあずま屋（休憩所）わき。屋（休憩所）わき。屋（休憩所）わき。屋（休憩所）わき。ただし
YRMPA （ユーコン・リバー・マラソン・パドリング協会）の別個の指示があった場合を除く。すべて
のパドラーは、カヌーやカヤックの置いてある川岸まで走る（そこからボートに乗る）。ボートの位置
は、6 月 27 日のパドラーのための最終説明会で詳細が決定/発表される。（ボートまで水の中を走らな
ければならないチームがどれか、を含めて。）レース・マーシャル（審判員／監督）は、YRMPA  理
事会の承認によりこの規則を変更することがある。 
    

２．２．２．２．申し込み締め申し込み締め申し込み締め申し込み締め切り、制限、待機リスト切り、制限、待機リスト切り、制限、待機リスト切り、制限、待機リスト    ――――    登録費⽤、避難／救出保証金登録費⽤、避難／救出保証金登録費⽤、避難／救出保証金登録費⽤、避難／救出保証金    

２０１７年度ユーコン・リバー・クエストの申し込み受け付け開始は２０１６２０１７年度ユーコン・リバー・クエストの申し込み受け付け開始は２０１６２０１７年度ユーコン・リバー・クエストの申し込み受け付け開始は２０１６２０１７年度ユーコン・リバー・クエストの申し込み受け付け開始は２０１６年１１月１日。年１１月１日。年１１月１日。年１１月１日。正式な参
加申し込み書、免責条項同意書、チームメンバーの履歴、ネット上での以上の書類の提出は、チームの
参加申し込みと共に、この規則書にある全てのレースの規則をチームメンバー全員が理解し遵守するこ
とに同意したことを意味する。過去に単独で YRQ レースを完走した経験のないソロ（単独）参加希望
者は、二人乗りまたはボヤジャー・カヌーで参加するか、あるいは、マラソン・パドリングまたはウィ
ルダネス・パドリングの経験が十分にあることを YRQ 実⾏委員会に納得させなければならない。ソロ
競技者は自己レスキューができなければならない。ソロ競技者は登録の前に十分納得のいくパドリング
歴を提出しなければならない。YRMPA は、誰からの申し込みでも、拒否する権利を留保する。参加申参加申参加申参加申
し込みは、オンラインで登録。締め切りは２０１し込みは、オンラインで登録。締め切りは２０１し込みは、オンラインで登録。締め切りは２０１し込みは、オンラインで登録。締め切りは２０１７年６７年６７年６７年６月１５日、現地時間の午後１１時５９分。月１５日、現地時間の午後１１時５９分。月１５日、現地時間の午後１１時５９分。月１５日、現地時間の午後１１時５９分。2017201720172017
年年年年 5555 月月月月 15151515 日日日日以降の申し込みには、以降の申し込みには、以降の申し込みには、以降の申し込みには、各ボートにつき＄各ボートにつき＄各ボートにつき＄各ボートにつき＄150150150150 の延滞料の延滞料の延滞料の延滞料が科が科が科が科される。される。される。される。    

チームの登録チームの登録チームの登録チームの登録:   チーム・キャプテンはオンライン申し込み書のすべての項目を記入し、ボート･クラ
ス、パドラーが何人参加するか、およびボートの詳細を明記し、免責条項同意書に署名をし、参加費⽤
を支払わなければならない。チーム・キャプテンは、そのチームのメンバーが各自オンライン登録を
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し、免責条項同意書にサインをしたことを、責任を持って確認する。すべての参加者は各自最初の申し
込みの時点で参加費の支払いをしなければならない。登録の正確さを期するために、チーム・キャプテ
ンの登録が済み次第、チームに関するすべてのインフォメーションを直ちに提出しなければならない。
チームの名は、申込金が支払われるまで、ウェブサイトのチーム履歴ページに表記されない。 

チームのチームのチームのチームの SPOTSPOTSPOTSPOT サテライトサテライトサテライトサテライト GPS GPS GPS GPS シグナルシグナルシグナルシグナルは、２０１は、２０１は、２０１は、２０１７７７７年５月１年５月１年５月１年５月１５５５５日日日日までに、またはその後遅くとも登録までに、またはその後遅くとも登録までに、またはその後遅くとも登録までに、またはその後遅くとも登録
後後後後 7777 日以内日以内日以内日以内にににに、、、、登録しなければならない登録しなければならない登録しなければならない登録しなければならない。。。。登録が未完了の場合は競技には参加できない登録が未完了の場合は競技には参加できない登録が未完了の場合は競技には参加できない登録が未完了の場合は競技には参加できない。。。。チームメンバ
ーの代理／入れ替えは追加料金を支払わずに出来る。注注注注： ２０１７年６月１日以降に代理が登録され
た場合、その選手に合う正しいサイズのシャツが支給されるかどうか、また選手の氏名がオフィシャ
ル・リーダー・ボードに表記されるかどうかは、保障はできないが、可能な限りの努力はなされる。追追追追
加チームメンバー加チームメンバー加チームメンバー加チームメンバーの登録と参加費⽤支払いは、２０１７年６月１５日、１１：５９pm まで。チーム番チーム番チーム番チーム番
号は２０１７年６月１５日以後まもなく号は２０１７年６月１５日以後まもなく号は２０１７年６月１５日以後まもなく号は２０１７年６月１５日以後まもなく割り当てられる割り当てられる割り当てられる割り当てられる。 

免責条項同意書は、レーサーのための情報レーサーのための情報レーサーのための情報レーサーのための情報ウェブサイトの“RacersRacersRacersRacers “ からダウンロードできる。すべての
参加者は、出席が義務付けられているレース前のミーティングの時かまたはそれ以前に、YRMPA から
要望されたすべての書類および宣伝⽤資料に署名しなければならない。この規則に従わない場合は失格
となる。 

参加者数制限と待機（順番待ち）リスト参加者数制限と待機（順番待ち）リスト参加者数制限と待機（順番待ち）リスト参加者数制限と待機（順番待ち）リスト 

２０１７年度レースの参加チーム数の上限は１００とする。また、以下のクラスには 2017 年度レース
での制限がある：5 人乗り以上のボヤジャー・カヌーは (ボヤジャー・クラスに参加している C4 カヌ
ーを除いて) 最高限１５艇、そしてソロ・ボートは（C1, K1, SUP チームを含めて）最高限３０．ボヤ
ジャーとソロ・チームがいっぱいになり次第、事務局⻑がそれぞれのクラスの待機リストを作成する。
全レース最高 100 艇が満たされたら、全体の待機リストが作成される。待機リストに登録するために
は、競技者は事務所（電話 867- 333-5628）にチームの情報を送り、経費５０ドル（返金不可）を２０
１７年５月１５日までに支払わなければならない。ソロ競技者が棄権した場合、もしくはソロ競技者が
３０に満たない場合、ソロ競技者の待機リストから、申し込みの日付の早い順に競技者が選ばれる。ボ
ヤジャー・チームの待機リストの扱いも、同様である。もしＫ２、Ｃ２もしくは C4 チームが棄権した
場合、そしてソロ及びボヤジャー・クラスが限度に達している場合、ソロでもボヤジャーでもないクラ
スの待機リストから申し込みの日付の早い順に、Ｋ２、Ｃ２もしくは C4 チームの中から選ばれる。も
し２０１７年５月１５日までに参加チーム数合計の上限１００チームが満たされなかった場合、その空
いている分はソロ競技者最高５人（合計３５人までのソロ競技者）によって埋められる。これらの空席これらの空席これらの空席これらの空席
に登録するには、空席情報の出た７日間以内に参加費⽤全額を支払わねばならない。に登録するには、空席情報の出た７日間以内に参加費⽤全額を支払わねばならない。に登録するには、空席情報の出た７日間以内に参加費⽤全額を支払わねばならない。に登録するには、空席情報の出た７日間以内に参加費⽤全額を支払わねばならない。待機リストのチー
ムは２０１７年６月１５日まで登録できる。 

参加費⽤参加費⽤参加費⽤参加費⽤        --------        ユーコン･リバー･クエストの参加費⽤は、ネット上でクレジット・カードで支払わ
なければならない。 

  ２０１７年度参加費⽤（オンラインでの申し込み料を含む）: 
二人乗りカヌーまたはカヤック：二人乗りカヌーまたはカヤック：二人乗りカヌーまたはカヤック：二人乗りカヌーまたはカヤック：        $850 $850 $850 $850 カナダドルカナダドルカナダドルカナダドル    
ソロ・カヤックまたはソロ・カヌー：ソロ・カヤックまたはソロ・カヌー：ソロ・カヤックまたはソロ・カヌー：ソロ・カヤックまたはソロ・カヌー：        $475$475$475$475 カナダドルカナダドルカナダドルカナダドル    
ボヤジャーボヤジャーボヤジャーボヤジャー又は又は又は又は C4C4C4C4・カヌー（各チーム４・カヌー（各チーム４・カヌー（各チーム４・カヌー（各チーム４人以上）一人につき：人以上）一人につき：人以上）一人につき：人以上）一人につき：        $250 $250 $250 $250 カナダドルカナダドルカナダドルカナダドル    
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最終登録時最終登録時最終登録時最終登録時に徴収されるに徴収されるに徴収されるに徴収される避難避難避難避難////トラッキングのための保証金トラッキングのための保証金トラッキングのための保証金トラッキングのための保証金    

参加費⽤に加えて、払い戻し可能の保証金が、ソロと二人乗りチームは５００ドル、ボヤジャーカヌー
は１０００ドル、最終登録の際にホワイトホースでキャプテンから徴収される。この保証金は、チー
ム、ギア、所持品等を救助船（セーフティ・ボート）が回収する必要があったときのために保管され
る。この保証金は、現金、小切手またはカードで支払うことが出来る。保証金は YRQ イベントが終了
するまで事務局⻑が保管する。チーム、ギア、所持品等を回収する必要がなかった場合、この保証金はチーム、ギア、所持品等を回収する必要がなかった場合、この保証金はチーム、ギア、所持品等を回収する必要がなかった場合、この保証金はチーム、ギア、所持品等を回収する必要がなかった場合、この保証金は
キャプテンに払い戻される。キャプテンに払い戻される。キャプテンに払い戻される。キャプテンに払い戻される。トラッキングのために YRQ レース・オフィシャルが貸し出した SPOT 機
器が返還されるまで、保証金の払い戻しはされない。 

３．定義：３．定義：３．定義：３．定義：    参加チームのクラスとディビジョン参加チームのクラスとディビジョン参加チームのクラスとディビジョン参加チームのクラスとディビジョン（部門）    

参加チームは下記のボート・クラスの一つに登録する。 

ソロ・カヌーまたはソロ・カヤックソロ・カヌーまたはソロ・カヤックソロ・カヌーまたはソロ・カヤックソロ・カヌーまたはソロ・カヤックおよびおよびおよびおよび SUPSUPSUPSUP(スタンドアップ・パドルボード)とは、一人でカヌー、
カヤック、または SUPSUPSUPSUP に乗り川を下ることを意味する。ソロ・カヤック・クラスは男女別のディビジ
ョン（部門）に分かれている。ソロ・カヌーと SUPSUPSUPSUP のクラスはオープン・ディビジョンで一緒に競争
する。    

二人乗り二人乗り二人乗り二人乗り(tandem)(tandem)(tandem)(tandem)カヌーまたはカヤックカヌーまたはカヤックカヌーまたはカヤックカヌーまたはカヤックとは、２人の競技者が一つのボートに乗り川を下ることを意味
する。このクラスは男性、女性、または混合の三つのディビジョンに分かれる。    

ボヤジャー・カヌー・チームボヤジャー・カヌー・チームボヤジャー・カヌー・チームボヤジャー・カヌー・チームとは、４人以上の競技者が同一のボートに乗って川を下ることを意味す
る。ボヤジャー・チームは、競技者の一人が参加できない場合のための補欠競技者の名前を一人登録す
ることができる。この補欠競技者が代替として参加する場合、レースの始まる５日前までにその旨届出
が必要である。ボヤジャークラスはオープン（普通は主に男性）、女性、混合、の三つのディビジョン
に分かれる。混合チームのメンバーの３分の一は女性であること。さもなければオープン・ディビジョ
ンとして扱われる。 

チームの競技者が、同一のボートで出発点からゴールまで漕ぎ終えた場合のみ、そのチームに賞金を受
け取る資格がある。いかなる理由であれ、競技者の誰かが棄権したボヤジャーまたは C4・チーム、ま
たは一人の競技者が棄権し別のチームからの競技者と一緒に完走した二人乗りのチームは、非公式のタ
イムの証書と終了ピンを授けられる（ことがある）。カーマックスのチェック・ポイント以外の場所で
は、上記のそれぞれのチームは自給自足でなければならない。ボートの仕様（スペックス）、クラス、
ディビジョンに関してはルール１１を、賞金についてはルール１０を参考にすること。 

４．年齢制限４．年齢制限４．年齢制限４．年齢制限    

申し込み最低年齢制限は１５才。ソロ参加の最低年齢制限は１９才。二人乗りまたはボヤジャーの場合
は、チームメンバーの少なくとも半分が１９才かそれ以上でなければならない。１８才かそれ以下の参
加者は、参加者自身の署名に加えて、参加者の親または保護者が免責条項同意書に署名しなければなら
ない。 

５．５．５．５．    チームメンバー補欠／代理チームメンバー補欠／代理チームメンバー補欠／代理チームメンバー補欠／代理    
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申し込みが受理された後、レースが始まる５日前までは、補欠のメンバーに差し替えることが許され
る。補欠差し替え登録可能最終の日付：２０１７年６月２７日（火）。２０１７年６月２７日以降に差
し替えを⾏った場合は、ウェブサイトやリーダーボードに掲載されない場合がある。 

６．レース開始以前のキャンセル／棄権６．レース開始以前のキャンセル／棄権６．レース開始以前のキャンセル／棄権６．レース開始以前のキャンセル／棄権    

２０１７年５月１５日かそれ以前に棄権した場合は、申し込み金の５０％が返金される。２０１７年５
月１５日以降は、どのような理由であれ、申し込み金は返金されない。 

７．コース、チェックポイント、休息の義務７．コース、チェックポイント、休息の義務７．コース、チェックポイント、休息の義務７．コース、チェックポイント、休息の義務    

ユーコン･リバー･クエストは人里はなれた北方の荒野を流れるユーコン川の、ホワイトホースとドーソ
ン･シティの間、およそ７５１キロメートル(４４４マイル) の区間を対象として⾏われる。ユーコン川
の地図を⽤意して、このような状況を考慮した⾏程のための準備をすることが、チームに義務付けられ
ている。熊やムース(ヘラジカ)に出くわすことも良くあるので、そのための対策も必要である。レース
の公式チェック･ポイントは、ドーソン･シティを含めて、６ヶ所設けられている。チームのタイムはチ
ェック・ポイントにてのみ記録される。ルール２３、チェック･ポイント手続き参照のこと。 
 

CP1： ポリスマンズ・ポイント・チェック･ポイント -- 口頭（ボートから声で報告する）  
CP2：ローワー・ラバージ・チェック･ポイント – 口頭 
CP3：カーマックス・チェック･ポイント – ７時間の休息義務 
CP4： フォート・セルカーク・チェック･ポイント – 口頭 
CP5： コーヒー・クリーク・チェック･ポイント – ３時間の休息義務 
終着点/ゴール[CP6]： ドーソン･シティ（ルール２５、終着点手続き参照） 
 

上記以外にも、パドラーの安全と進⾏状態をチェックするモニター・ポイントが、コースの数か所にあ
る。(ルール２３を参照) 
 
 

８．レース・オフィシャル８．レース・オフィシャル８．レース・オフィシャル８．レース・オフィシャル    （レース・マーシャル、レース審判委員会）（レース・マーシャル、レース審判委員会）（レース・マーシャル、レース審判委員会）（レース・マーシャル、レース審判委員会）    

レース・マーシャルおよびレース審判員達の判断は、レースの諸規則に準拠してなされる。レース前の
競技者ミーティングから受賞式までのあらゆる面の責任は、レース･マーシャルが受け持つ。レース･マ
ーシャルを議⻑とし、競技に参加していないカヌー専門家とカヤック専門家の計３人が、審判委員会を
構成する。講義を申し立てたいずれかのチームと個人の利害関係が絡まったと判断された場合には、代
わりの審判員が選ばれる。この委員会は、レースに関するすべてのいざこざ、紛争を解決する。レー
ス･マーシャルは、タイム・ペナルティを科すことがある。 

９．競技前の点検、ミーティング９．競技前の点検、ミーティング９．競技前の点検、ミーティング９．競技前の点検、ミーティング    

２０１７年６月２７日（火）に開かれる最終登録に出席してビブ（胸当て）を含めたレーサー・パッケ
ージを受け取り登録すること、競技前のボートの検査を受けること、およびそれに続いて競技者全員の
会合に出席することは、チーム・メンバー全員の義務である。救助が必要になった際のための医療保険救助が必要になった際のための医療保険救助が必要になった際のための医療保険救助が必要になった際のための医療保険
のあることを証明する書類を、競技参加者全員が持参しなければならない。地元（ユーコン）の参加者
はヘルスケアー・カードを持参すること。最終登録、ビブの受け取り、ボートの検査の後で、支援者
（サポート・クルー）の会合があり、続いて競技者会合がもたれる。上記の会合に出席しなかった場合
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は、レース・マーシャルの判断により、２時間のペナルティ・タイムが加算される。レース・スケジュレース・スケジュレース・スケジュレース・スケジュ
ールはウェブサイトに掲載される。ールはウェブサイトに掲載される。ールはウェブサイトに掲載される。ールはウェブサイトに掲載される。    

１０．表彰と賞金１０．表彰と賞金１０．表彰と賞金１０．表彰と賞金    

YRQ の表彰の仕組みの意図は、それぞれのクラス、ディビジョンで上位に入ったパドラーの業績を平
等公正に表彰することである。それぞれのクラスの勝者、それぞれのディビジョン（部門）での勝者に
賞金が授与される。 

２０１７２０１７２０１７２０１７年度賞金内訳：年度賞金内訳：年度賞金内訳：年度賞金内訳：        最高合計額最高合計額最高合計額最高合計額    ＄＄＄＄33339,29,29,29,200000000    カナダドルカナダドルカナダドルカナダドル    

上記の合計額と下記の賞金内訳は、１００組のチーム全部の申し込みがあった場合を基にしている。 
申し込みチームが１００組に満たなかった場合には、YRQ 理事会が、申し込みチームの最終的な数に
基づいて割合で賞金額の調整をする。 
 

• 賞金額の表賞金額の表賞金額の表賞金額の表は、Official Race Rules（英語原文）の５ページをご覧ください。表
の下にある二つの注の日本語訳は下記のとおりです。 

*チームのメンバー全員がユーコンに居住していなければならない。 
**チームのメンバー全員が先住⺠でなければならない。 
Note to Harry:Note to Harry:Note to Harry:Note to Harry:     The above four lines in red instruct the readers to refer to the Prize Breakdown chart in 
the English original version. If you can imbed the chart (I think you can do so easily.) into this version, 
then simply delete the two upper lines. Keep the two lines marked with * and ** intact, please.     

受賞資格：受賞資格：受賞資格：受賞資格： 賞金を受け取るためには、レースを始めてから５５時間以内賞金を受け取るためには、レースを始めてから５５時間以内賞金を受け取るためには、レースを始めてから５５時間以内賞金を受け取るためには、レースを始めてから５５時間以内    ((((経過時間経過時間経過時間経過時間))))    、言い換えると、２、言い換えると、２、言い換えると、２、言い換えると、２
０１７年７月１０１７年７月１０１７年７月１０１７年７月１日の午前５時までに日の午前５時までに日の午前５時までに日の午前５時までに、、、、ドーソン･シティの終着点に着いていなければならない。ドーソン･シティの終着点に着いていなければならない。ドーソン･シティの終着点に着いていなければならない。ドーソン･シティの終着点に着いていなければならない。    
特別賞：特別賞：特別賞：特別賞：    ２０２０２０２０１７年度参加者すべての中で一番にゴールインしたチームは、２０１８年度のレースに１７年度参加者すべての中で一番にゴールインしたチームは、２０１８年度のレースに１７年度参加者すべての中で一番にゴールインしたチームは、２０１８年度のレースに１７年度参加者すべての中で一番にゴールインしたチームは、２０１８年度のレースに
無料で参加できる。無料で参加できる。無料で参加できる。無料で参加できる。（ただしキャプテンは２０１７年度と同じ顔ぶれのチームを維持しなければならな
い。メンバーに変更がある場合には、新しい参加者は自分自身個人の２０１８年度申込金を支払わなけ
ればならない。）そして、YRQ 永久トロフィーにチームメンバーの氏名が追加される。上位３位上位３位上位３位上位３位までまでまでまで
の男性と女性のソロカヤックの男性と女性のソロカヤックの男性と女性のソロカヤックの男性と女性のソロカヤック及び及び及び及び SUPSUPSUPSUP、上位３番までのオープン･ソロ･カヌー、、上位３番までのオープン･ソロ･カヌー、、上位３番までのオープン･ソロ･カヌー、、上位３番までのオープン･ソロ･カヌー、一位一位一位一位ののののシニアシニアシニアシニア((((５５歳以５５歳以５５歳以５５歳以
上上上上))))チームチームチームチーム、スピリット・オブ･ユーコン賞、、スピリット・オブ･ユーコン賞、、スピリット・オブ･ユーコン賞、、スピリット・オブ･ユーコン賞、および、制限時間以内に終った最後から二番目のチームにレおよび、制限時間以内に終った最後から二番目のチームにレおよび、制限時間以内に終った最後から二番目のチームにレおよび、制限時間以内に終った最後から二番目のチームにレ
ッド･ストーブ賞ッド･ストーブ賞ッド･ストーブ賞ッド･ストーブ賞、以上それぞれにスポンサー賞が授与される（可能性がある）。YRMPA はこれ以外
にも賞を授与するかもしれない。 
フィニシャーのピンフィニシャーのピンフィニシャーのピンフィニシャーのピンが、レースを終えた競技者全員に表彰式・祝宴において授与される。 

１１．カヌー、カヤック仕様規格（スペック）１１．カヌー、カヤック仕様規格（スペック）１１．カヌー、カヤック仕様規格（スペック）１１．カヌー、カヤック仕様規格（スペック）    

下記の仕様規格を備えるカヌー、カヤック、SUP(スタンドアップ・パドルボード)、ボヤジャー・カヌ
ーは、大自然の中での競技に必要な安全装備を運ぶ許容量を持つものと考慮する。下記の規格・規定に
満たないボートは失格となる。二人乗りおよびソロのカヌー／カヤック及び C4 カヌーは、全面をカバ
ーするスプレー・デッキか、スナップあるいはタイダウンつきのスカートの装備がなされていること。
すべてのボートは人力のみで進⾏し舵を取ること。帆 その他、禁止されている舵や推進⽤具等を使う
と失格になる。船体に、オール受け、櫂受け軸、舷外浮材（アウト・リガー）などの装備を付けてはな
らない。船体のタイプと大きさは申し込み書に記録されていなければならない。すべてのボートは競技
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前のミーティングに先だって測定され、またレースの朝に再び検査される。下記にある下記にある下記にある下記にある YRQYRQYRQYRQ の規定にの規定にの規定にの規定に
適合する船体であることが適合する船体であることが適合する船体であることが適合する船体であることが絶対確実絶対確実絶対確実絶対確実でないボートを、このレースに持ち込まないこと。よくある質問でないボートを、このレースに持ち込まないこと。よくある質問でないボートを、このレースに持ち込まないこと。よくある質問でないボートを、このレースに持ち込まないこと。よくある質問
FAQFAQFAQFAQ ページに記載されている「測定の仕方」を参考にする。質問がある場合にはメールで問い合わせページに記載されている「測定の仕方」を参考にする。質問がある場合にはメールで問い合わせページに記載されている「測定の仕方」を参考にする。質問がある場合にはメールで問い合わせページに記載されている「測定の仕方」を参考にする。質問がある場合にはメールで問い合わせ
る。る。る。る。    info@yukonriverquest.cominfo@yukonriverquest.cominfo@yukonriverquest.cominfo@yukonriverquest.com....    

すべてのボートは、申し込み書に船体の測定値が記載されていなければならない。 
競技前の検査で、それぞれの船体が規定通りであることが測定・確認される。 
 

a.  a.  a.  a.  二人乗りカヌー仕様規定二人乗りカヌー仕様規定二人乗りカヌー仕様規定二人乗りカヌー仕様規定（スペック）    

二人乗りカヌー（Ｃ２）クラスでは、市販のレクレーション⽤ツーリングまたは原生地旅⾏⽤のカヌー
から、標準より⻑いボートもしくは側面が凹形のものまで、広い範囲のボートが許される。 「USCA 
cruisers」の使⽤は許可されない。全てのカヌーは、承認された全面カバーのスプレイスカート／デッ
キで装備されていなければならない。カヌーはシングル・ブレード･パドルを使って漕がなければなら
ない。舵やスケグ（底ひれ）は許されない。 
 

二人乗りカヌー最⻑限度 − ⻑さ１８フィート１６インチ、先端から後端まで。 
二人乗りカヌー横幅最小限度（市販標準型）– ボート中央の一番広い箇所、水面から４インチの
所で、３２インチ。 
二人乗り側面凹形カヌー横幅最小限度 – ボート中央の一番広い箇所、水面から４インチの所で
33.5 インチ。 
二人乗りカヌー中央ガンネルの高さ最小限、１２インチ 
二人乗りカヌー、バウ（先端）の高さ最小限、１６インチ 
二人乗りカヌー、スターン（後端）の高さ最小限、１６インチ 

 

*  C2 カヌーの中で、船体のどこであれガンネルが凹型のものは、ボートの一番広い箇所、水面から４
インチの所で最小限 33.5 インチ、それ以外の C2 カヌーは、ボート中央の一番広い箇所、水面から４
インチの所で、最小限３２インチなければならない。この規則によれば、市販のクリッパーやウェノナ
ー・ジェンセン１８、標準型のクリッパー・ホワイトウォーター II やウェノナー・ミネソタ II ばかり
でなく、ウェノナーSCR やサベッジ・リバー・サスケハンナ、ブラック・ホーク等の凹型カヌーの使
⽤が許される。 
 

b.  b.  b.  b.  ソロ・カヌー仕様ソロ・カヌー仕様ソロ・カヌー仕様ソロ・カヌー仕様規定規定規定規定    
ソロ・カヌー（Ｃ１）クラスでは、クルーガー・スタイルのツーリングまたは原生地旅⾏⽤のカヌーか
ら、高性能ツーリング・カヌーまで承認される。全てのカヌーは、承認された全面カバーのスプレイ・
スカート／デッキで装備されていなければならない。ソロ・カヌーは舵の装置が付いていても良い。ソ
ロ・カヌーは、シングル・ブレード・パドルを使⽤して漕がねばならない。 

ソロ・カヌー全⻑と横幅の比率は、水面から４インチの所で 9.7 。 
舷側は水面から６インチの箇所まで少なくとも２メートルにわたって広がっていなければならない。 

 
c. c. c. c.     カヤック仕様規定カヤック仕様規定カヤック仕様規定カヤック仕様規定    

このレースで使⽤できるのは、リクリエーションまたはエクスペディション・スタイルのクローズド・
コックピットのカヤックに限られる。シット・オン・トップのカヤックは許されない。カヤックの内部
には競技に必要な装備を保管するに十分な 場所がなければならない。カヤックは船首船尾に、防水⽤
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に密閉した貯蔵場所または浮力室を備えていなければならない。カヤックはダブル・ブレードのパドル
を使⽤しなければならない。 
 

ユーコン・リバー・クエスト（YQR）では、このレースに適したカヤックの全⻑と横幅の独自な比率
を採⽤している。全⻑と横幅の比率は、水面から４インチの箇所におけるカヤックの全⻑（舵を含まず
に）を、ボートの中腹、水面から４インチの箇所での横幅で割った数値である。他の出版物に書かれた
比率に頼らないこと。加えて、横幅の最小限も規定されている。よくある質問よくある質問よくある質問よくある質問 FAQFAQFAQFAQ ページに記載されページに記載されページに記載されページに記載され
ている「測定の仕方」を参考にすること。ている「測定の仕方」を参考にすること。ている「測定の仕方」を参考にすること。ている「測定の仕方」を参考にすること。    
    

ソロソロソロソロ・カヤック・カヤック・カヤック・カヤック    
水面から４インチの位置で、全⻑と横幅の比率の最大値： 10.8 
水面から４インチの位置で、横幅最低値： 20 インチ 
二人乗り二人乗り二人乗り二人乗りカヤックカヤックカヤックカヤック    
水面から４インチの位置で、全⻑と横幅の比率の最大値： 10.2 
横幅最大の位置で最低値： 26 インチ 
 

d.  d.  d.  d.  SUPSUPSUPSUP 仕様規定仕様規定仕様規定仕様規定    
SUP (スタンドアップ・パドルボード) は 2017 年度より、公式のクラスとして実施される。2016 年度
のテストケースとしての SUP 参加者の参考意見に基づいて設定された 2017 年度の仕様規定は次の通
り。 
 

A. 全⻑最高値： 4.27m（14 フィート） 
B. 横幅最低値： 60.96 ㎝（24 インチ) 
C. ひれやダガーは許されるが、フォイルは許されない。 
D. 腰のベルトにクイック・リリース・テザーを常に着⽤のこと 
E. クイック・リリース・テザーはトウ・ライン(引き綱)として使える。 
F. シングル・ブレード・パドルのみ使⽤可。 
G. 全ての装備品はボードにしっかり結びつけること。 
H. 必須のギアはすべて装備のこと（ルール１６を参照。SUP の例外項目に注意。） 

 
eeee....        ボヤジャー・カヌー仕様規定ボヤジャー・カヌー仕様規定ボヤジャー・カヌー仕様規定ボヤジャー・カヌー仕様規定    

ボヤジャー・カヌー・クラスはカナダの伝統を称えるものであるが、2017 年度には C4 ボートの参加
を認めることに決定した。構成人員４人以上のチームが、下記の仕様(スペック)に従って参加できる。
このクラスのすべてのカヌーは、シングル･ブレード･カヌー･パドルを使⽤して漕がねばならない。 
 

4 人乗りカヌー（C4 クラス） 
船体の測定値 
A. 全⻑最大値：  23 フィート 1 インチ、最低重量 55 ポンド(製造時点で) 
B. ボートは製造者によって特別に 4 人⽤として作られたものでなければならない。 
C. 横幅最低値：ボート中央の箇所、水面から４インチの所で、33 インチ（ガネルの地点も水面

から４インチの所も、どちらも) 
D. 横幅最低値：水面から４インチの所で、先端から 4 フィートの箇所で 16 インチ、船尾から 4

フィートの箇所で 17 インチ。 
E. 船体が縦軸に沿って凹型になっていないこと、またクロス・セクションにも凹型の箇所がな

いこと。 
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F. 製造者のスペックによる深さ最低値： 先端=20 インチ、中央=13.5 インチ、船尾=17 インチ 
G. 船体のどこにも角ばった線・箇所がないこと。船底の中央の軸は最低ソフトボールの半円以

上でなければならない。 
H. タンブルホーム最大値：両側それぞれ 2 インチ 

 

上記以外のボヤジャー・カヌー上記以外のボヤジャー・カヌー上記以外のボヤジャー・カヌー上記以外のボヤジャー・カヌー(5(5(5(5 人乗り以上人乗り以上人乗り以上人乗り以上))))    
船体の全⻑制限： 24 – 42 フィート 
 

水面から６インチでの横幅最低値（ボートの全⻑によって異なる） 
ボート全⻑ 24−28 フィート、水面から６インチでの幅：  36.25 インチ 
ボート全⻑ 28−34 フィート、水面から６インチでの幅：  44 インチ 
ボート全⻑ 34−42 フィート、水面から６インチでの幅：  48 インチ 

ガンネルの水面までの最小の深さ：18 インチ 
 

ボートの代⽤ボートの代⽤ボートの代⽤ボートの代⽤    
コースのいかなる時点でも、規則違反の代⽤ボートを使⽤したら失格となる。レース･マーシャルの許
可があれば、破損したボートを同じクラスのものと取り換えることは可能である。但し２時間のペナル
ティが科せられる。 
 

１２．クレーム、苦情１２．クレーム、苦情１２．クレーム、苦情１２．クレーム、苦情    
すべてのチーム・メンバーは、自らのチーム・メンバー、彼らのエージャント、彼らが雇⽤した者、ボ
ランティア、等による⾏為または手落ちに由来すると見られるいかなるクレームや要求に関する責任を
も、YRMPA、レース・スポンサー、協力者・貢献者たち（個々のレース参加者やチームに対するスポ
ンサーのことではなく、レース全体/YRMPA に対するスポンサー、貢献者）に対して、一切追求しな
いことに同意する。かつ又 YRMPA は、広告宣伝、PR 、その他の広報活動等の目的のために、レース
のスポンサーが写真を撮り、情報を集めることを認可することに関して、無制限の全面的権限を有す
る。 
 

１３．チーム報告義務１３．チーム報告義務１３．チーム報告義務１３．チーム報告義務    
チームメンバーは、これらの規則に対する違反のすべてを、レース・マーシャルまたは審判官に報告す
る義務がある。違反報告⽤紙は、レース・オフィシャルが所持しているし、チェック・ポイントにも⽤
意されている。 
 

１４．異議申立書１４．異議申立書１４．異議申立書１４．異議申立書    
異議申し立てのある競技者は、レースが公式に終了した１時間以内に、言い換えれば失格でない最終の
ボートがゴールに到着した後 1 時間以内に、つまり、遅くとも日曜日の午前 1 時までに、５０ドルの
手数料を添えて、文書でレース・オフィシャルに提出する。異議申し立てはできるだけ早い機会に提出
すること。 
 

１５．規則を守らなかった場合１５．規則を守らなかった場合１５．規則を守らなかった場合１５．規則を守らなかった場合    
レース・マーシャル、レース審判官によって下された全ての決定は最終確定的である。レース進⾏手続
きや規則に従わないチームメンバーは、レース・マーシャルの判断により、失格と見なされるか、また
はタイム・ペナルティが科せられる。 
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川川川川での手続き／注意事項での手続き／注意事項での手続き／注意事項での手続き／注意事項    
 

１６．同時出発／遅刻出発１６．同時出発／遅刻出発１６．同時出発／遅刻出発１６．同時出発／遅刻出発    

すべてのチームの競技者全員は、ロータリー・パークのスタート・ラインから'LeMans' 様式で（全員
一⻫に）出発して、カヌーやカヤックの置いてある川岸まで約３００メートルくらいの距離を走るか歩
くかして、そこからボートに乗る。全てのチームは２０１７年６月２８日（水）の正午に同時に出発す
る。それから３０分以内、つまり１２時３０分までに出発しないチームは、参加の意思なしと見なされ
失格となる。 

１７．レースに必須の⽤具１７．レースに必須の⽤具１７．レースに必須の⽤具１７．レースに必須の⽤具・装備・装備・装備・装備    

下記の⽤具・装備はチームがレースを始めるために絶対必須である。必須の⽤具・装備はレースに参加
している間、終始所持していなければならない。もし所持していない場合は失格となる。これらの⽤具
を使い切ってしまったり、予想外の事情で紛失してしまったときには、カーマックス・チェックポイン
トで、サポート・クルーから補充してもらうことが許される。これらの必需品はカーマックスおよびドこれらの必需品はカーマックスおよびドこれらの必需品はカーマックスおよびドこれらの必需品はカーマックスおよびド
ーソンで再検査され、紛失したものがある場合は、レース・マーシャルによりペナルティ・タイムが科ーソンで再検査され、紛失したものがある場合は、レース・マーシャルによりペナルティ・タイムが科ーソンで再検査され、紛失したものがある場合は、レース・マーシャルによりペナルティ・タイムが科ーソンで再検査され、紛失したものがある場合は、レース・マーシャルによりペナルティ・タイムが科
せられる。せられる。せられる。せられる。 
a. i)  各カヌー・チームおよび SUP 競技者は、シングル・ブレード・パドルを各競技者に一つず

つと、予備のシングル・ブレード・パドルをボートに一つ装備して、レースを始める。 
ii)  各カヤック・チームは、ダブル・ブレード・パドルを各競技者に一つずつと、予備のダブ
ル・ブレード・パドルをボートに一つ装備して、レースを始める。 
iii)  ボヤジャー・カヌー・チームは、シングル・ブレード・パドルを各競技者に一つずつと、
予備のシングル・ブレード・パドルをボートに二つ装備して、レースを始める。 

b. 全てのボートはトウ・ライン（引き綱）を、手の届くところに、ボートにしっかり取り付けて
いなければならない。 
ボヤジャー・カヌーは、前と後ろにそれぞれ４０フィートのトウ・ラインを備えていること。
それ以外のボートは、２０フィートを一つの端に、４０フィートのトウ・ラインをもう一つの
端に備え付けること。（後者は水に浮く引き寄せ綱と兼⽤でも良い。h を参照。） 
SUP のテザーはカヌーのトウ・ラインと同じ、と考慮される。 

c. チームメンバーは、米国沿岸警備隊(U.S. Coast Guard)またはカナダ交通省(Canadian 
Department of Transport) Class III に認可されたライフ・ジャケット（ライフ・ジャケット（ライフ・ジャケット（ライフ・ジャケット（PFDPFDPFDPFD））））を各々装着して
いなければならない。水上では常にいかなる時にもライフ・ジャケットを体に着⽤していなけ
ればならない。 (泳ぐ時も含む。)  セルフ・インフレータブル（自動膨張）のライフ・ジャケ
ットは許されない。５年以上使い古したか、擦り切れた様なライフ・ジャケットは、新しいも
のほどプロテクションがないので、検査の際に許可されない可能性が多い。必要な機能・目的
に影響するような変形、修正、すなわち切ったり、裂いたり、破いたりしたライフ・ジャケッ
トは、許可されない。ライフ・ジャケットには、ＵＳＣＧまたはカナダ交通省スタンダードに
適合することを証明する製造者のラベルが表示されていなければならない。レース中は、ホワ
イトホースで検査済みの、認可されたライフ・ジャケット（それ以外は不可）を常時着⽤する
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こと。レース中いかなる時にも、ライフ・ジャケットを着⽤していなかったり、許可されたラ
イフ・ジャケット以外のものを着⽤していたりした競技者は失格となる。カナダ、ＵＳ以外の
競技者は、最低５０ ニュートンの浮力が備わっていて、また下記ヨーロッパの国際標準に適合
するライフ・ジャケットを使⽤することが出来る。EN393, EN395, ISO12402-5, or ISO12402-
6。

d. 全てのライフ・ジャケットには、下記の品目が付着してあるか、またはポケットに入っていな
ければならない： ホイッスル、緊急⽤寝袋（Bivy Sack）、発火⽤具（防水マッチ／ライターお
よび可燃物）。

e. YRMPA から支給された オレンジ色のゴミ袋をシグナルとして使うこと。
f. ホホホホワワワワイイイイトトトトホホホホーーーーススススかかかかららららロロロローーーーワワワワーーーー・・・・レレレレイイイイクククク・・・・ララララババババーーーージジジジ、、、、おおおおよよよよびびびびカカカカーーーーママママッッッッククククススススかかかかららららリリリリンンンンクククク・・・・ララララッッッッピピピピ

ドドドドのののの２２２２区区区区間間間間を航⾏中は、スナップオンかローブでしばりつけたフル・カバーのスプレイスカー
ト／デッキの使⽤が義務付けられている。違反者は失格となる。

g. スプレイスカート／デックのないボヤジャー・カヌーは、浮力装置の内装が必須である。
h. １５メートル以上の⻑さで、太さ最低６ミリメートル（1�4インチ）の水に浮くロープがいつで

も使えるようにしておく。  ここここれれれれははははトトトトウウウウイイイインンンンググググ・・・・ロロロローーーーププププととととししししてててて使使使使っっっっててててもももも良良良良いいいい。。。。(b を参照)
i. レース終了まで必要とされるチームメンバー全員のための食物と飲料水の⽤意。
j. 水をくみ出すためのバケツまたはポンプ。SUP には必要無い。
k. 川の地図。（ホワイトホースまたは yukonbooks.com で購買可能）
l. レース⽤胸当て（ビブ）は YRMPA から供給され、競技者が各自サインする。（ビブの一枚は

· ース後に返却すること）
m. 救急箱。（参照サイト： www.yukonriverquest.com/first-aid-kit/）
n. 零下５度⽤の寝袋を各競技者にそれぞれ⽤意
o. チームメンバー全員（一緒、または別々に）が入いれる自立式（フリー・スタンディング）テ

· ト。
p. 夜間走⾏およびシグナル送信のための完全防水懐中電灯またはナビゲーション・ライト、ペツ

· 型 LED ライト（カナダ交通省規定）。舟の前に取り付けるか、またはソロのカヤッカーまた
は二人乗り、ボヤジャー・カヌーの船首で漕ぐ競技者の場合は、ヘッド・ランプとして使⽤す
る。チチチチーーーームムムムはははは夕夕夕夕方方方方かかかからららら明明明明けけけけ方方方方ままままでででで（（（（真真真真夜夜夜夜中中中中かかかからららら午午午午前前前前４４４４時時時時ままままでででで））））点点点点灯灯灯灯すすすするるるる。。。。ババババッッッッテテテテリリリリーーーーはははは８８８８時時時時
間間間間以以以以上上上上継継継継続続続続ででででききききるるるるだだだだけけけけのののの予予予予備備備備をををを持持持持つつつつ。。。。

q. 暖かい重ね着を２着余分にドライバッグに⽤意する。
r. バックパック⽤ストーブと燃料、および１６オンス（５００ｃｃ）の水を沸かすことの出来る

やかん、または鍋。
s. 日よけ止め
t. 雨具上下を各々のチームメンバーにそれぞれ⽤意する。
u. トトトトララララッッッッキキキキンンンンググググののののたたたためめめめのののの機機機機器器器器（（（（SSSSPPPPOOOOTTTT 装装装装置置置置////GGGGPPPPSSSS    発発発発信信信信機機機機ままままたたたたはははは IIIInnnnRRRReeeeaaaacccchhhh 等等等等））））をををを、、、、トトトトララララッッッッキキキキンンンンググググがががが可可可可

能能能能ににににななななるるるるよよよよううううにににに作作作作動動動動状状状状態態態態（（（（オオオオンンンン））））でででで表表表表（（（（おおおおももももてててて））））をををを上上上上ににににししししてててて、、、、デデデデッッッッキキキキにににに正正正正ししししくくくく取取取取りりりり付付付付けけけけるるるるこここことととと。。。。 
チームの使っているトラッキング装置 に故障があった場合は、レース・オフィシャルが代わりの装置
を貸してくれる。YRQ 所有のトラッキング装置を借りた場合は、チーム キャプテンは、ボートのデッ
キに表面を上向きにして取り付け、レース中常時装置をオンにしておく。レースの終了後、レースの終了後、レースの終了後、レースの終了後、トラッキントラッキントラッキントラッキン
ググググ装置は必ずオフィシャルに返還する。さもなければ避難／救出保証金は払い戻されない。装置は必ずオフィシャルに返還する。さもなければ避難／救出保証金は払い戻されない。装置は必ずオフィシャルに返還する。さもなければ避難／救出保証金は払い戻されない。装置は必ずオフィシャルに返還する。さもなければ避難／救出保証金は払い戻されない。
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上記の装備品は、必要に応じてドライ・バッグに入れて運ぶ。上記の装備品は、必要に応じてドライ・バッグに入れて運ぶ。上記の装備品は、必要に応じてドライ・バッグに入れて運ぶ。上記の装備品は、必要に応じてドライ・バッグに入れて運ぶ。    
    

各チームは上記の物以外にも、サングラス、虫除け、ナイフ、現金、およびカーマックスとコーヒー・
クリークで使うために耳栓か虫よけ網を、⽤意しておくことが望ましい。 
 
 

18181818.  .  .  .  困難／苦境に陥ったチーム困難／苦境に陥ったチーム困難／苦境に陥ったチーム困難／苦境に陥ったチーム    

他のチームが明白な困難に陥っているのを目撃した場合は、救助船（セーフティ・ボート）が到着する
までの間、出来るだけの援助をすることが要求される。そのためにかかった所要時間の調整そのためにかかった所要時間の調整そのためにかかった所要時間の調整そのためにかかった所要時間の調整をすることをすることをすることをすること
はないが、援助したチームは授賞式において認められ表彰さはないが、援助したチームは授賞式において認められ表彰さはないが、援助したチームは授賞式において認められ表彰さはないが、援助したチームは授賞式において認められ表彰される。もし、援助することが不可能であっれる。もし、援助することが不可能であっれる。もし、援助することが不可能であっれる。もし、援助することが不可能であっ
たなら、たなら、たなら、たなら、SPOTSPOTSPOTSPOT 装置で装置で装置で装置でヘルプヘルプヘルプヘルプ////HELPHELPHELPHELP のメッセージを３０分間発信するのメッセージを３０分間発信するのメッセージを３０分間発信するのメッセージを３０分間発信するか、その他のトラッキング装置をか、その他のトラッキング装置をか、その他のトラッキング装置をか、その他のトラッキング装置を
使って使って使って使ってテキストを発信するテキストを発信するテキストを発信するテキストを発信することことことこと。。。。緊急援助を怠った場合は、チームメンバー全員が、ユーコン・リバ
ー・クエストの競技に生涯参加資格剥奪の処分になる。 

19191919.  .  .  .  チーム援助チーム援助チーム援助チーム援助    

カーマックス以外の場所で、レース中に外部からの援助を受けることはできない。ペース・ボートペース・ボートペース・ボートペース・ボート（モ
ーターボートであれ、漕ぐボートであれ、チームに従うか先に⾏くかによらず、スピードを一定に保
つ、援助をする、水を運ぶ、食物を運ぶなどの役割をするボート）は一切禁止一切禁止一切禁止一切禁止されている。このウィル
ダネス・レースを完遂するために、メンバー全員が必要なだけの飲食物を、チーム自体が運んでいなけ
ればならない。このルールを破った場合は失格となる。カーマックス以外では、参加チームすべてに同
じように援助がないのであるから、どのチームも援助をうけてはならない。他のチームからの、予期し
ない援助（つまり緊急の場合などの善意の援助）は許される。援助が事前に計画されたものと疑われる
場合は、罰則が科せられる。 

20202020.  .  .  .  飲酒、ドラッグの使⽤禁止飲酒、ドラッグの使⽤禁止飲酒、ドラッグの使⽤禁止飲酒、ドラッグの使⽤禁止    

どのような状況においても、参加者がレース中に酒類、あるいはカナダ・カヌー協会より指定された違
法のドラッグ、運動能力向上薬などを摂取することは一切許されない。もし競技者がそのようなドラッ
グを摂取したという疑いが発生した場合、競技者の体内に違法のドラッグがあるどうかを判定するため
に、YRMPA はラボテストを⾏う権利を有する。持病等の管理のために、刺激剤に類する薬を摂取もし
くは吸入する必要のある競技者は、レースが始まる以前に、その事実をレース・マーシャルに申し出な
ければならない。 

21212121.  .  .  .  妨害⾏為妨害⾏為妨害⾏為妨害⾏為、、、、ドラフティング（牽引・追随）ドラフティング（牽引・追随）ドラフティング（牽引・追随）ドラフティング（牽引・追随）    

水上であれ陸上であれ、他のチームに対する妨害⾏為をした競技者は、レース失格となる。スポーツマ
ンシップに反する⾏為は、すぐにレース・マーシャル（審判員）に報告すること。そのような⾏為には
ペナルティが科せられる。 

ドラフティング（牽引・追随）は以下のドラフティング（牽引・追随）は以下のドラフティング（牽引・追随）は以下のドラフティング（牽引・追随）は以下の条件の下でのみ条件の下でのみ条件の下でのみ条件の下でのみ許される。許される。許される。許される。    
（＊訳註：ドラフティング：一つのボートが他のボートのすぐ後ろにつくことにより、楽に漕いで進むことができる。） 
    

同一のクラスでのドラフティングは許される。ただし同じ時間ずつ先導すること。 
違うクラスのふたつのボートのドラフティングは、お互いに同意し、協力し合う場合のみ許される。 
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もしレース前から二つのボートが助け合う相談をしていたという疑いのある場合は、セクション 19 で
禁止されているペース・ボートに関する規則の違反とみなされる。 
なんでも問題があった場合には、速やかにレース・マーシャルに報告すること。 
 
22222222aaaa.  .  .  .  ゴミを散らかさない。文化・考古学的遺物などは持ち出さないゴミを散らかさない。文化・考古学的遺物などは持ち出さないゴミを散らかさない。文化・考古学的遺物などは持ち出さないゴミを散らかさない。文化・考古学的遺物などは持ち出さない。 

川にも岸にも、ゴミを残したり散らかしていくことは許されない。⾏程の途中であまった食べ物を残し
て⾏くことも許されない。キャンプや休憩の際、チームはキャンプの痕跡を一切残してはならない。
(No-trace camping)   競技中に競技中に競技中に競技中にその⾏程でゴミを散らかしたことがあきらかなチームは失格となその⾏程でゴミを散らかしたことがあきらかなチームは失格となその⾏程でゴミを散らかしたことがあきらかなチームは失格となその⾏程でゴミを散らかしたことがあきらかなチームは失格となる。る。る。る。ユー
コン川は「世界で一番⻑い博物館」と広く呼ばれている。川沿いには歴史的遺産物や遺跡が多数ある。
歴史的遺産物の侵害・損傷・除去は、直ちに競技者の失格につながる。 

22222222bbbb.  .  .  .  法令遵守法令遵守法令遵守法令遵守    

上記のレースに関する規則に加えて、歴史的サイトや遺産に関する通常の法律が、レースの全⾏程で競
技者に適⽤される。レース中に準州、国家、インターナショナルの法律に違反し、チームのメンバーが
有罪になった場合、そのチームはレース失格となる。レース中はチームは銃器を携帯してはならない。 

23.  23.  23.  23.  チェック・ポイントチェック・ポイントチェック・ポイントチェック・ポイント（（（（C PC PC PC P））））、、、、モニター・ポイントモニター・ポイントモニター・ポイントモニター・ポイント（（（（M PM PM PM P））））、、、、義務義務義務義務休憩所休憩所休憩所休憩所での手続きでの手続きでの手続きでの手続き    

各々のチェック・ポイントでは、ブイまたはコーン標識によって示された架空の線をチームが通り過ぎ
る毎に、タイム（通過時刻）が記録される。チームのタイムは、レース掲示板（リザルト・ボード）と
ウェブサイトとに記載/発表される。チェック・インを怠った場合は、ペナルティ・タイム追加か失格
になる。チェック・ポイントで仕事をしているボランティアに敬意を払うこと。彼らは他のチェック・
ポイントから送られてきた情報を受け取っている。チェック・ポイントでは、下記に示された手順に従
うこと。この手順は競技前のミーティングでも検討される。 

モニター・ポイント（ＭＰ）は安全確認が目的で、タイムは記録されない。 
 

ＣＰＣＰＣＰＣＰ（（（（チェック・ポイントチェック・ポイントチェック・ポイントチェック・ポイント））））ととととＭＰＭＰＭＰＭＰ（（（（モニター・ポイントモニター・ポイントモニター・ポイントモニター・ポイント））））    

CCCC    PPPP    １１１１： ポリスマンズ・ポイントポリスマンズ・ポイントポリスマンズ・ポイントポリスマンズ・ポイント（60.95˚N, 135.084˚W）は、川に杭の打たれている場所の少し手
前、川の左側にある。口頭で確認。 
M PM PM PM P    １１１１： 第第第第１１１１レーク・ラバージレーク・ラバージレーク・ラバージレーク・ラバージ（60.999˚N, 135.040˚W）「「「「ブイブイブイブイ」」」」は、河口（湖入口）から約４キロ 
(2.5 マイル)の地点、湖の右側にある。口頭で確認。チームはブイと岸との間を通り、ボートか岸にいるチームはブイと岸との間を通り、ボートか岸にいるチームはブイと岸との間を通り、ボートか岸にいるチームはブイと岸との間を通り、ボートか岸にいる
オフィシャルに声をかけて、自分のチーム・ナンバーを告げなければならないオフィシャルに声をかけて、自分のチーム・ナンバーを告げなければならないオフィシャルに声をかけて、自分のチーム・ナンバーを告げなければならないオフィシャルに声をかけて、自分のチーム・ナンバーを告げなければならない。。。。チームは湖の右岸に沿
って進⾏しなければならない。そうすることによって、湖の終わりの河口(湖出口)に⾏き着くことがで
きる。 
M PM PM PM P    ２２２２： キャザーズ・ポストキャザーズ・ポストキャザーズ・ポストキャザーズ・ポスト（61.11774˚N, 135.0996˚W）「「「「ブイブイブイブイ」」」」は、湖の始まりから、１７キロ
（１０マイル）、湖の右側に位置する。口頭で確認。チームはブイと岸との間を通り、岸またはボートチームはブイと岸との間を通り、岸またはボートチームはブイと岸との間を通り、岸またはボートチームはブイと岸との間を通り、岸またはボート
にいるオフィシャルに声をかけて、自分のチーム・ナンバーを告げなければならないにいるオフィシャルに声をかけて、自分のチーム・ナンバーを告げなければならないにいるオフィシャルに声をかけて、自分のチーム・ナンバーを告げなければならないにいるオフィシャルに声をかけて、自分のチーム・ナンバーを告げなければならない。。。。声をかけずに通
りすぎた場合は２時間のペナルティが加算される。チームは湖の右岸に沿って、岬から岬へ、岸からお岸からお岸からお岸からお
よそ２００メートル以内の地点よそ２００メートル以内の地点よそ２００メートル以内の地点よそ２００メートル以内の地点を走⾏しなければならない。しかしすべての湾の内部の岸に沿って⾏く
必要はない。ローワー・ラバージから３.５キロ（2 マイル）位の地点にあるゴッダード・ポイント
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[61.3590N, 135.2366W] を過ぎたら、チームは真っ直ぐにローワー・ラバージに向かって進⾏しても良
い。 
C PC PC PC P    ２２２２： ローワー・レイク・ラバージローワー・レイク・ラバージローワー・レイク・ラバージローワー・レイク・ラバージ（61.3919˚N, 135.2312˚W）口頭で確認。ユーコン・リバーに
再び入る地点(湖出口)、湖の先端の右側に設置されており、ここではベーシックトラッキング⽤の
SPOT のスイッチを一度オフにし、それからまたオンにする。 
 

エンド・オブ・レイクエンド・オブ・レイクエンド・オブ・レイクエンド・オブ・レイク    ・ラバージ締め切り時刻・ラバージ締め切り時刻・ラバージ締め切り時刻・ラバージ締め切り時刻：     チームは、出発からチームは、出発からチームは、出発からチームは、出発から 14141414 時間以内時間以内時間以内時間以内    （（（（つまりつまりつまりつまり 2017201720172017 年６年６年６年６
月月月月 29292929 日（木）の日（木）の日（木）の日（木）の早朝早朝早朝早朝////夜中夜中夜中夜中午前２時まで）に午前２時まで）に午前２時まで）に午前２時まで）に C PC PC PC P    ２２２２    に到着しなければ、レースを継続できない。に到着しなければ、レースを継続できない。に到着しなければ、レースを継続できない。に到着しなければ、レースを継続できない。上記締
め切り時間までにＣＰ２に到着しないチームは、レース・オフィシャルによりレースから除外される。
除外されたチームは、レース・マーシャルの承認があれば（ルール ２５を参照）除外されたチームと
してレースを続けることが出来る。さもなければ、ノース・クロンダイク・ハイウェイから少しはずれ
たディープ・クリークにあるレイク・ラバージのキャンプ場に退出することになる。もしこの地点で退
出するのだったら、チームとボートを道路に面した箇所まで連れて⾏くセーフティー・ボートが到着す
るまで、キャンプして待っていられる⽤意が必要である。    
 

M PM PM PM P    ３３３３：：：：            ローワーローワーローワーローワー３０３０３０３０マイルマイルマイルマイル（61.5552˚N, 134.9386˚W）は湖の終わりから 38.5 キロ(約 24 マイル)
の位置、左岸にある。口頭で確認。チームは、岸にいるオフィシャルに声をかけて、自分のチーム・ナ
ンバーを告げなければならない。もし必要があったら、キャンプ場の焚き火を探して、止まって温まる
ことができる。点滅灯とセーフティ・フラッグが目印である。 
M PM PM PM P    ４４４４：：：：            ビッグビッグビッグビッグ    サーモンサーモンサーモンサーモン（61.8764˚N, 134.9179˚W）は、ユーコン川とビッグ サーモン川が合流す
る地点の２キロメートル手前の右側にある。救助船（セーフティ・ボート）と河岸の焚き火が目印にな
っている。点滅灯とセーフティ・フラッグも目印となる。 
M PM PM PM P    ５５５５：：：：    リトル・サーモンリトル・サーモンリトル・サーモンリトル・サーモン（62.0528°N, 135.6806˚W）は、口頭で確認。カーマックスから約６０キ
ロ（４０マイル）、川の右側にあるリトル・サーモン村のボート発着場である。チームは、河岸にいる
オフィシャルに十分声が届く地点まで近寄らなければならない。点滅灯とセーフティ・フラッグが目印
になっている。 
C PC PC PC P    ３３３３：：：：        カーマックスカーマックスカーマックスカーマックス（62.1119˚N, 136.2669˚W）は、橋と町の中心部の手前（上流）、２キロの位
置にあるコール・マイン・キャンプ・グラウンドである。  ここでは、７時間の休憩をとることが義務
になっている。  時刻を計る拠点は川上、キャンプ・グラウンドの始点である。チームはその後５０メ
ートルほど漕ぎ続け、ドックまでいくと、上陸し舟を岸に上げるのを、ボランティアと支援者たちが手
伝ってくれる。カーマックスでは、支援者から様々な援助をうけるか、または、キャンプ・グラウンド
の係員を雇って援助をうけることが許される。チーム支援者は各自キャンピング料を支払わなければな
らない。キャンプ・グラウンドにキャンプをしない予定のチームは、キャンプ・グラウンドにキャンプをしない予定のチームは、キャンプ・グラウンドにキャンプをしない予定のチームは、キャンプ・グラウンドにキャンプをしない予定のチームは、チェックポイント・マネジャーチェックポイント・マネジャーチェックポイント・マネジャーチェックポイント・マネジャーにににに
その旨知らせなければならないその旨知らせなければならないその旨知らせなければならないその旨知らせなければならない。シャワー、洗面所、洗濯場、食品、電話などが⽤意してある。ベーシ
ックトラッキング⽤のスポット装置のスイッチは、上陸の際にオフにし、出発一時間前に再びオンにす
ること。 
 
 

カーマックスカーマックスカーマックスカーマックス    締め切り時刻：締め切り時刻：締め切り時刻：締め切り時刻：    
チームは、出発時刻から３５時間以内に（即ち２０１７チームは、出発時刻から３５時間以内に（即ち２０１７チームは、出発時刻から３５時間以内に（即ち２０１７チームは、出発時刻から３５時間以内に（即ち２０１７年６月２９年６月２９年６月２９年６月２９日、日、日、日、木木木木曜日の２３時曜日の２３時曜日の２３時曜日の２３時////夜夜夜夜 11111111 時時時時までまでまでまで
に）カーマックスに到着しなければならないに）カーマックスに到着しなければならないに）カーマックスに到着しなければならないに）カーマックスに到着しなければならない。この締め切り時刻までに到着しないチームは、レース・
オフィシャルによりレースから除外される。（上陸して）署名をした後、チームはチェック・ポイント
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から再出発できる時刻を告知される。レース開始後４２時間以内に（２０１７年レース開始後４２時間以内に（２０１７年レース開始後４２時間以内に（２０１７年レース開始後４２時間以内に（２０１７年６６６６月月月月３０３０３０３０日、日、日、日、金金金金曜日の曜日の曜日の曜日の
朝６時までに）カーマックス・チェック・ポイントから出発しないチームは、レースを放棄したものと朝６時までに）カーマックス・チェック・ポイントから出発しないチームは、レースを放棄したものと朝６時までに）カーマックス・チェック・ポイントから出発しないチームは、レースを放棄したものと朝６時までに）カーマックス・チェック・ポイントから出発しないチームは、レースを放棄したものと
みなされるみなされるみなされるみなされる。レースから除外された場合、チェックポイント が閉まる前に C P の責任者にその旨を伝
えないと、チームには遅延料＄100 が科される。川や湖での悪天候のため、レースの一旦停止や遅延な
どを余儀なくされた場合は、レース・マーシャルの判断により、この制限時間が変更される場合があ
る。 
 

M P 6M P 6M P 6M P 6：：：：    ファイブ・フィンガー・ラピッドファイブ・フィンガー・ラピッドファイブ・フィンガー・ラピッドファイブ・フィンガー・ラピッド（62.2699°N, 136.3558°W）は、ラピッドを通り過ぎたところ
で、救助船（セーフティ・ボート）がモニターしている。転覆事故などがあった場合に、救助にあたる
ためである。 
 

M P 7M P 7M P 7M P 7：：：：    ミントミントミントミントーーーー・ランディング・ランディング・ランディング・ランディング。（62.5908°N, 136.8769°W）ドーソン・シティ終着点までの区間
の、道路アクセスのある最後の地点である。川を横切るはしけ（平底船）の通⾏の邪魔をしないこと。 
 

CCCC    P 4P 4P 4P 4：：：：    フォート・セルカークフォート・セルカークフォート・セルカークフォート・セルカーク（62.7763°N, 137.3923°W）は口頭で確認口頭で確認口頭で確認口頭で確認。チェック・ポイントは川の
左、重要な史跡にあるキャンプサイト。チームは川岸の上に居るチェック・ポイントのオフィシャルに
声が届くように、川岸近くを通らなければならない。チェック･ポイントは点滅ライトとセイフティ･フ
ラッグで示されている。 
C P 5C P 5C P 5C P 5：：：：    コーヒー・クリークコーヒー・クリークコーヒー・クリークコーヒー・クリーク（62.9146°N, 139.0839°W）では、川の左側で３時間の休憩をとることが義３時間の休憩をとることが義３時間の休憩をとることが義３時間の休憩をとることが義
務務務務とされている。チームは、（３時間の休憩後の）指定時刻から一時間以内に再出発しなければならな
い。レーサーのためにテントがしつらえてあるので、寝袋をしいて睡眠をとることができる。時間が来
たらレース･オフィシャルが起こしてくれる。カミナック・ゴールド・キャンプからのサンドイッチと
温かいスープは、レースの申し込み料金に含まれている。人里はなれた場所にあるチェック･ポイント
なので、もしベジタリアン、グルテン無しの食べ物など特別な食べ物が必要な場合は、各自持参してく
ること。このチェック･ポイントでは、チーム援助、道路のアクセスなど一切なし、⽤意されているも
のも限られている。チェック･ポイントは点滅灯とセイフティ･フラッグで示されている。ベーシック・
トラッキングの SPOT 装置は、ここでオフにし、出発する時に再度オンにすること。 
 

M P 8M P 8M P 8M P 8：：：：    シクスティ・マイルシクスティ・マイルシクスティ・マイルシクスティ・マイル（63.5628°N, 139.7566°W）口頭で確認。口頭で確認。口頭で確認。口頭で確認。シクスティ・マイル･リバーが合シクスティ・マイル･リバーが合シクスティ・マイル･リバーが合シクスティ・マイル･リバーが合
流したすぐあと、左側にある島流したすぐあと、左側にある島流したすぐあと、左側にある島流したすぐあと、左側にある島。ドーソン・シティまであと７０キロ（４７マイル）。チームは川岸ま
たはボートに居るチェック・ポイントのオフィシャルに声が届くように、川岸近くを通らなければなら
ない。モニター･ポイントは点滅ライトとセイフティ･フラッグで示されている。 
 

C P 6 :  C P 6 :  C P 6 :  C P 6 :  ドーソン・シティー終着点ドーソン・シティー終着点ドーソン・シティー終着点ドーソン・シティー終着点（ルール 25 参照） 
 
２４２４２４２４．レースから棄権／退出する場合．レースから棄権／退出する場合．レースから棄権／退出する場合．レースから棄権／退出する場合    
チームがレースから棄権する場合、または避難ないし退出させられた場合 、上陸後できるだけ早く、
ホワイトホース、カーマックス、ドーソン･シティ、いずれかの主要なチェック･ポイントに赴き、正式
な棄権届けの書類にサインして提出しなければならない。カーマックス到着後、先を続けて⾏く予定が
ない場合、チェックポイント が閉まる前にそこの責任者にその旨を伝えないと、遅延料＄100 が科さ
れる。棄権を決定したチームが、さし当たってこれといった危険もなく、川を下り続けるだけの食料そ
の他の装備をしている場合は、レース･マーシャルの承認を得て、棄権届けの書類に署名して、「「「「棄権棄権棄権棄権
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チームチームチームチーム」」」」のステータスでパドリングを続けることができる。書類には、YRMPA の安全保証の責任を一
切放免することを承諾し、到着場所と到着時間とをレース･オフィシャルに告げなければならない。
「「「「棄権チーム棄権チーム棄権チーム棄権チーム」」」」が、指定した時間までに指定した場所に到着しない場合、YRMPA は RCMP (連邦警
察)に通報しサーチ・ アンド・レスキューを依頼するかもしれない。その場合はサーチ・ アンド・レス
キューの費⽤はチームが負担する。チームの安全性が疑わしいか、救助船（セーフティ・ボート）の活チームの安全性が疑わしいか、救助船（セーフティ・ボート）の活チームの安全性が疑わしいか、救助船（セーフティ・ボート）の活チームの安全性が疑わしいか、救助船（セーフティ・ボート）の活
動を妨げる動を妨げる動を妨げる動を妨げるとみなされた場合、または制限時間超過の場合は、そのチームはとみなされた場合、または制限時間超過の場合は、そのチームはとみなされた場合、または制限時間超過の場合は、そのチームはとみなされた場合、または制限時間超過の場合は、そのチームは、、、、YRQYRQYRQYRQ のレース･マーシャルのレース･マーシャルのレース･マーシャルのレース･マーシャル
によってによってによってによって棄権棄権棄権棄権////失格と判断され失格と判断され失格と判断され失格と判断され、陸路のある次のチェック･ポイントまで輸送される。、陸路のある次のチェック･ポイントまで輸送される。、陸路のある次のチェック･ポイントまで輸送される。、陸路のある次のチェック･ポイントまで輸送される。 
 

救助船（セーフティ・ボート）により川で救助／保護され、一番近い陸路のアクセス･ポイントまで運
ばれたチームは、棄権/失格とみなされる。そのチームは、失格届け書類と、保証金没収を承認する書
類とにサインしなければならない。 
 

チームは自分達の所有物を回収する手続の責任を持つ。レースが終了したのち残された装備は捨てられ
たものと考慮され、YRMPA の所有となる。 
 

２５２５２５２５．．．．終着点終着点終着点終着点////ゴールでの手順ゴールでの手順ゴールでの手順ゴールでの手順    −−−−    ドーソン・シティー（ドーソン・シティー（ドーソン・シティー（ドーソン・シティー（C PC PC PC P    ６）６）６）６）    
    

クロンダイク･リバーを１キロ過ぎた地点、右側の川岸に三角コーンと旗で目印がしてあるドーソン･シ
ティのゴールを過ぎた時点で、チームはレースを完了したものとみなす。それぞれのチームが最終ライ
ン/ゴールを超えるごとに、ホーンがならされ、完了時刻が記録される。終了チームは、川の右岸にあ
る上陸⽤ドックに誘導され、最後の検査を受ける。チームの公式タイムは、義務付けられた休憩時間を
計算に入れず、実際に（出発からゴールまで）かかった時間に、ペナルテイ時間とレースマーシャルに
よって科せられた調整時間を加算した合計時間となる。チームの公チームの公チームの公チームの公式タイムは、義務付けられたすべて式タイムは、義務付けられたすべて式タイムは、義務付けられたすべて式タイムは、義務付けられたすべて
の装備のチェックと競技者のサイン･インの装備のチェックと競技者のサイン･インの装備のチェックと競技者のサイン･インの装備のチェックと競技者のサイン･インが完了して、初めて記録される。が完了して、初めて記録される。が完了して、初めて記録される。が完了して、初めて記録される。レース係員の指示に従って、レース係員の指示に従って、レース係員の指示に従って、レース係員の指示に従って、
自分のボートを他のボートの邪魔にならない場所に移動する自分のボートを他のボートの邪魔にならない場所に移動する自分のボートを他のボートの邪魔にならない場所に移動する自分のボートを他のボートの邪魔にならない場所に移動すること。こと。こと。こと。    
 

ドーソンにおける自分達の宿泊所と支援者の⽤意、イベント後のカヌー、装備、競技者自身の帰還手続
きの⽤意は、すべてチーム自身の責任である。すべてのチームは、ドーソン到着の際に支援してくれる
人員を⽤意すること。ホームページの良くある質問ページ参照。 
 
レースは２０１７年７月１レースは２０１７年７月１レースは２０１７年７月１レースは２０１７年７月１日（土）２３時５９分に公式に終了となる。日（土）２３時５９分に公式に終了となる。日（土）２３時５９分に公式に終了となる。日（土）２３時５９分に公式に終了となる。この時点までチームの装備品の
安全な保管場所が確保される。この時間以降は、レース・オフィシャルはチーム／競技者の進⾏具合をこの時間以降は、レース・オフィシャルはチーム／競技者の進⾏具合をこの時間以降は、レース・オフィシャルはチーム／競技者の進⾏具合をこの時間以降は、レース・オフィシャルはチーム／競技者の進⾏具合を
モニターする責任を持たない。モニターする責任を持たない。モニターする責任を持たない。モニターする責任を持たない。この終了時間より遅く到着したチームのために、ドーソン･シティにサ
イン・インする指定場所が⽤意され、チームは公式に完走したものと認められる。    
 

川や湖の悪天候によりレースの遅延を余儀なくされた場合は、レース･マーシャルの判断で、制限時間/
終了時間が変更されることもある。 
 

レース後のバーベキューと授賞式は、２０１７年７月２日（日）朝１１時から午後３時までドーソン･
シティのロバート・サービス学校で開かれる。 
 

レース関係のパッケージの中に、各競技者のための宴会のチケットが含まれている。(ドーソンに持参
するのを忘れないように。) 余分なチケットは、レースの最終登録の際に購入できる。ソロと二人乗り
のチームは各 1 枚、ボヤジャー・チームは各 2 枚、サポート・クルーのために購入できる。それ以上
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のチケットの⽤意もあるかもしれない。もしチケットが不要になった場合、ほかのチームの家族やサポ
ート・クルーが購入できるように、事務局⻑に返還するように。余分なチケットはないので、忘れたり
紛失したりしないように注意すること。 
    

表彰式は午前１１時に開始、その終了後宴会が始まる。ハスキー・バスは午後 4 時にドーソンを出発す
る。 
    

ＹＲＱＹＲＱＹＲＱＹＲＱ    ホームページに⾏ホームページに⾏ホームページに⾏ホームページに⾏けば、良くある質問の欄を読んだり、アップデート、競技者とサポートのためけば、良くある質問の欄を読んだり、アップデート、競技者とサポートのためけば、良くある質問の欄を読んだり、アップデート、競技者とサポートのためけば、良くある質問の欄を読んだり、アップデート、競技者とサポートのため
の説明会のプレビュー、レース・スケジュール、スペシャル・イベント、その他のインフォメーションの説明会のプレビュー、レース・スケジュール、スペシャル・イベント、その他のインフォメーションの説明会のプレビュー、レース・スケジュール、スペシャル・イベント、その他のインフォメーションの説明会のプレビュー、レース・スケジュール、スペシャル・イベント、その他のインフォメーション
を、競技者情報セクションで見たりすることができるを、競技者情報セクションで見たりすることができるを、競技者情報セクションで見たりすることができるを、競技者情報セクションで見たりすることができる。 
 
 

＜   終   ＞ 


