
ひろしま川祭り”RiverDo! 2022”
2022/11/12(sat) 13(sun)

広島の川・再生プロジェクト。
「川のまち」の魅力を国内外に伝えたい。
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ひろしま川祭り “RiverDo! 2022” イベント概要

広島は6本もの川が流れ、日本一の数を誇る雁木があり、中心部の水面占有割合15%は、まさしく日本一である。その”水の都”広島

にふさわしい新しい文化を創造するために、ウォーターフロントがひとつに繋がる市民参加型の、より大きなムーブメントを造り上げ

ていきたいと願っています。

広島が国内外からより多くの来訪者を引き付け、活気に満ちた都市であり続けるためには、平和と自然と健康が融合した新しい都市の

魅力を創出することが必要です。

イベントの趣旨

1.広島が川を通じてひとつに繋がる”ひろしま川祭り”の復活
戦後間もない昭和27年から51年まで平和公園付近では「ひろしま川祭り」が行われ、花火大会や灯ろう流し、盆踊りや
水上音楽会も行われました。(花火大会は40年以降太田川放水路へ移る)まさに日本一の河川環境を持ち、他の都市には
ない世界的にも稀な歴史遺産の雁木を「再」活用したり、SDGｓにもうたわれる山から海に繋がる河川の環境を持続可
能な観点から考え、河岸の賑わいを創出して、街が川でひとつに繋がるウオーターフロントの祭典とします。

2.広島独自の河川環境を生かしたサスティナブルでダイナミックなSUPレース
上記の環境を生かした、市内中心部を一周する広島でしかできないSUPレースを開催します。街の風景や被
爆橋梁などを見ながら完漕を目的とするツーリングクラス、タイムを競いあうオープンクラスは国内外の
トップアスリートが限界に挑戦します。川に沿って市内を一周する緑地帯や雁木、マンションやカフェなど
が観客席となり街全体がスタジアムのように楽しめるアーバンスポーツイベントです。

3.広島の川の上や河岸全体で街を楽しむ
街を一周するSUPレースとともに、リバーサイドランニングやウオーキング、サイクリング、リバーサイド
のクリーンアップやグランピングも行われメイン会場ではライブやパフォーマンスのステージ、河川環境を
考えるワークショップなども開催されます。街じゅうの河岸のではコンサートやマルシェも行われ広島の街
全体の川辺が賑わいます。

4.平和への思いを深め戦後の復興を世界に伝える
水の上に立って見上げる原爆ドームは脳裏に焼きつく貴重な体験です。
各地からの参加者が、この場所で漕げることの意味を考え、平和への想いをより一層深めていただきたい。
広島のモノクロームのイメージだけではない、美しい自然に溢れた、健康的で世界でいちばん平和が感じら
れる街としてのイメージを、世界や次世代へ発信していくイベントとしていきます。

イベントの特徴
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世界の都市でも人気のSUP（サップ）とは

Stand Up Paddle（スタンドアップパドル）の略称。ボードの上に立ち海や川をパドルを漕ぎ進むスポーツ。
1960年代のハワイで始まり、2010年頃から日本でも普及がはじまり、世界的に競技人口が増え続けている注目のニュースポーツです。

ボードはサーフボードよりも大型で浮力が大きくバランスがとりやすいのが特徴。
全くの初心者でも、練習をはじめて5～10分くらいで立てるようになります。
体幹が鍛えられるため、健康、フィットネスにも良い生涯スポーツとしても注目されています。

広島の川環境はSUP競技に適しており、世界遺産の原爆ドームの前を通り市内中心部を一周するコースでの開催は世界的にも関心を呼ぶ
大きな可能性を秘めています。
近年では、パリのセーヌ川のエッフェル塔の下で、ロンドンのテムズ川では
ビッグベン、ニューヨークの自由の女神像の下でも大会が開催され
アーバンスポーツとしても大きな人気を博しています。

そして2024パリオリンピックではセーヌ川の上が開会式の会場となります。
そのことにより、水辺の活用が注目され広島の魅力も一段と高まることでしょう。

ひろしま 川祭り“River Do! 2022”では中核イベントとして、
「ひろしま国際SUPオープンレース（Hiroshima International SUP Open Race）」
を開催します。原爆ドームや宮島だけではない美しい水辺を擁する新しい広島の魅力が
世界に発信されることとなるでしょう。

パリ セーヌ川 ロンドン テムズ川 ニューヨーク ハドソン川 ヒロシマ オオタ川

世界各地の都市で行われているSUPレース

2024パリオリンピック開会式イメージ



ひろしま川祭りRiverDo!

3

開催概要

■イベント名称 ： ひろしま川祭り “RiverDo! 2022”

■開催日程 ： 2022年11月12日(土）、13日(日) 

■メーンイベント ： ひろしま国際SUPオープンレース

■併催イベント ： リバーサイドクリーンアップ、リバーサイドフェス、リバーサイドダイニング、リバーサイドランニング、

リバーサイドウオーキング、リバーサイドサイクリング、リバーサイドワークショップ、

リバーサイドマルシェ、リバーサイドヨガ、SUP体験会、SUPヨガ、カヤック体験会、リバークルージング

■イベント会場

メイン会場 ： 旧広島市民球場西側の川辺（通称・RiverDo!フィールド）スタート・ゴール、表彰式

エイドステーション ： 市内大型雁木5ヶ所

競技コース ： 太田川（本川、元安川、京橋川）水面

■主催 ： ひろしま川祭り”RiverDo!2022”実行委員会

（構成団体案:ひろしまSUPクラブ、RiverDo!基町川辺コンソーシアム、リバーシークルーズ､雁木タクシー、

太田川内水面漁協、広島市漁協、太田川シーバード）

■公認 ： 日本スタンドアップパドルボード協会（SUPA）、日本SUP振興会（JSO）、広島県SUP連盟

■特別協力 ： 広島テレビ放送(2019実績）

■協力 ： 広島市文化財団、広島市立大学、ポップラペアレンツクラブ、横川商店街、森いく比治山、あしがるクラブ

SATOMACHI､合同会社マクリア、BLADES(専門誌)、SUPメーカー各社、sokoiko! Peace&Mosh

広島県トライアスロン協会ほか(2019実績)

■後援 ： 国土交通省中国地方整備局太田川河川事務所、広島県、広島市、広島商工会議所、広島青年会議所、

広島観光コンベン ションビューロー(2019実績）

■協賛 ： 各 社
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みんなで「水の都」の魅力を共有する

SUPヨガ SUP体験会

リバ―サイドクリーンアップ

ワークショップ飲食ブース

メイン会場

ソトヨガ

レース参加者
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ひろしま川祭り “RiverDo! 2022” 併催イベント概要

ステージ

リバーサイドランニング
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■レース名 ： 第2回 ひろしま国際SUPオープンレース / Hiroshima International SUP Open Race

■レース種目 ： ロングディスタンスレース … 市内河川を一周(13km)する長距離種目
スプリントレース … 設定マークを周回する速さを競うスピード種目（トーナメント形式で最終勝者を決定）

■参加定員 ： ＜ロングディスタンス 定員250名＞
・オープン定員150名 オープンハードボード男子14ft以下、オープンハードボード女子14ft以下、

オープンインフレータブルボード男子14ft以下、オープンインフレータブルボード女子14ft以下、
オープンハードボード男子12.6ft以下、オープンハードボード女子12.6ft以下、
オープンインフレータブルボード男子12.6ft以下、オープンインフレータブルボード女子12.6ft以下）

・ファンツーリング 定員100名 （ファンツーリング男子、ファンツーリング女子）
・リレー 定員10チーム 40名

＜スプリントレース 48名＞
オープン定員48名
・男子 36名
・女子 12名

ファン 定員48名
・男子 36名
・女子 12名

キッズ 定員10名

＜ドラゴンレース 16チーム＞
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ひろしま国際SUPオープン大会実施要項
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ひろしま国際SUPオープン大会実施要項②

■賞典 ： ロングディスタンス オ—プンクラス各カテゴリ上位3位入賞者に賞品授与
ロングディスタンス ツーリングクラス各カテゴリ上位3位入賞者に賞品授与
ロングディスタンス リレークラス各カテゴリ上位3位入賞者に賞品授与

スプリント オープン男子上位3位入賞者に賞品授与
スプリント オープン女子上位3位入賞者に賞品授与
スプリント キッズ12歳以下上位3位入賞者に賞品授与
スプリント ドラゴン上位3位入賞者に賞品授与

■制限時間 ： 安全のため所定のエイドステーションで規定時間以内に通過できなかった選手は足切りがあります。

■スタート・フィニッシュ方式 ： 水上スタート・水上ゴール
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リバーサイドランニング
(RUNプラス、頂、PEACE&MOSH)

リバーサイドダイニング＆ SUPレース観戦イベント
（京橋川周辺カフェ各店 ウッドデッキ）

広島の街全体が競技会場！～SUPレース並走イベント～

リバーサイドサイクリング
(sokoiko! 、SIX PEDDAL STORE）

リバークルージング
（雁木タクシー、リバーシークルーズ）
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ロングディスタンスレースコース

エイドステーション(飲食補給所)を「南大橋」「宇品橋」「鶴見橋」「上柳橋」「白島」の5か所に設ける。

［コース概略］： 旧広島市民球場西側の本川をスタート地点とし、本川を南下して「宇品エイド」に至り京橋川に入り北上する。
さらに鶴見橋エイドを北上して広島駅から猿猴川へ。折り返し北上し縮景園の裏を過ぎ牛田に向かう。広島ホーム
テレビまできたら、本川を下って相生橋上流でフィニッシュする約13kmのコース。
ロングディスタンス部門はこれを１周、駅伝部門は上記の中継所３か所で４名がリレーを行う。

いわゆるSUPマラソン。
中区を一周し、どこからでも川にエント
リーできる世界的にも類を見ない日本一
の数を誇る雁木があるため駅伝も可能。

一周約13Km

オープンクラス150名
ツーリングクラス100名

駅伝は4区間
1区3.7km
2区3.8km
3区3.0km
4区2.5km
10チーム 40名

SUPロングディスタンスレース

広島に現存する６つの被爆橋梁の
うち、京橋、栄橋、比治山橋、猿猴
橋を通過します。
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広島駅前 白島工兵橋宇品橋

原爆ドーム

スタート

猿猴橋
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■ひろしま国際SUPオープンレース 動画

世界に広島がまぎれもなく水の都であることがPRできるダイナミックな映像。
そしてSUPが広島の街にとてもマッチしたアーバンスポーツであることがわかります。

https://youtu.be/YB764nDUQfU

Youtube内検索 「 QPJ VISION 」
「 River do 」

オフィシャルホームページ

www.river-do.com
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雁木エイドステーション 川辺が街全体を盛り上げるハブ
になる ひろしま川祭り～(2019実績)
各雁木エイドや河岸で催しを開催し、この日は広島全体の川辺に賑わいを作
り応援する。
●クリーンアップ●ヨガや各種ワークショップ●マルシェ等を展開

【ポップラステーション】
救護 運営：仮 ポップラペ
レンツクラブ

【RiverDo!フィールドス
テーション】
救護 看護師
運営：RiverDo!基町川辺コ
ンソーシアム

【白島公園ステーション】
トイレあり 救護 関門
運営：ゲストハウス禄

上柳橋ステーション 救護
運営：森いく比治山
(バゼ釣りWS)

【鶴見橋ステーション】
トイレあり 救護
運営：SATOMACHI
(ヨガ、朝ごはん会)

平野橋ステーション 救護 看護師 関門
運営：合同会社マクリア
(みたらし団子)

南大橋ステーション 救護
運営：仮 広島市立大学

宇品橋ステーション 救護
運営：仮 マツダ株式会社
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