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1．適用規則
(1) 本大会は「セーリング競技規則 2013-2016」（以下 RRS）に定義された規則を適用する。
(2) オープンビッククラスは「O'pen BIC Standard Event Rules(O'pen BIC 標準大会規則）」に従い、
「ISAF
Introductory Rules For Racing(ISAF 入門レースルール）」に定義された規則を適用する。ただし、本レ
ース公示および帆走指示書で修正/追加するものは除く。
(3) テクノ 293 クラスは上記(1)規則が適用される。
(4) ウイング 12.6 クラスは日本スタンドアップアップパドルボード協会規則「SUPA RULES」が適用され
(5) 帆走指示書と各指示書が矛盾する場合、帆走指示書を優先する。
2．広告
主催団体により選択され提供された広告を表示するよう要求することがある。
3．クラス・参加資格
(1)

ヨット競技－オープンビッククラス

本年度日本オープンビッククラス協会会員であること。
□以下の４クラスに分かれる。
①

小学生：競技会の年の 12 月 31 日時点で小学校に在籍する男女

②

中学生：競技会の年の 12 月 31 日時点で中学校に在籍する男女

③

高校生：競技会の年の 12 月 31 日時点で高等学校に在籍する男女

④

大学生：競技会の年の 12 月 31 日時点で大学に在籍する男女

(2) ウインドサーフィン競技－テクノ２９３クラス
本年度日本セーリング連盟の会員及び日本ウインドサーフィン協会の会員であること。
□以下の４クラスに分かれる。
①

小学生：選手は、学校教育法第一条に規定する小学校に在学する生徒であること。
年齢は平成１９年４月２日以降に生まれたものとする。

②

中学生：選手は、学校教育法第一条に規定する中学校に在学する生徒であること。
年齢は平成１３年４月２日以降に生まれたものとする。

③

高校生：選手は、学校教育法第一条に規定する高等学校に在学する生徒であること。
年齢は平成１０年４月２日以降に生まれたものとする。

④

大学生：選手は、学校教育法第一条に規定する大学に在学する生徒であること。
年齢は平成７年４月２日以降に生まれたものとする。

(3) スタンドアップパドル競技－ウイング 12.6 クラス
□以下の 4 クラスに分かれる。
①

小学生：競技会の年の 12 月 31 日時点で小学校に在籍する男女

②

中学生：競技会の年の 12 月 31 日時点で中学校に在籍する男女

③

高校生：競技会の年の 12 月 31 日時点で高等学校に在籍する男女

④

大学生：競技会の年の 12 月 31 日時点で大学に在籍する男女

(4) 各種目の年齢制限（平成 26 年 4 月 2 日現在）を満たす者
(5) 主催者が参加を認めた選手。
(6) ヨット競技参加者の体重が 90ｋｇ未満であること。
4．参加料等及び参加申し込み方法等
(1)

※参加料は２０１４年４月１０日以降に発表します。

オープンビッククラス参加選手

参加料は次の通りとする。
①

小･中・高・大学生選手

5,000 円/1 人（湘南海洋教育スポーツ振興協会会員）
8,000 円/1 人（湘南海洋教育スポーツ振興協会会員ではない選手）
(2)

テクノ２９３クラス参加選手

参加料は次の通りとする。
① 小･中・高・大学生選手
6,000 円/1 人（湘南海洋教育スポーツ振興協会会員）
10,000 円/1 人（湘南海洋教育スポーツ振興協会会員でない選手）
(3)

スタンドアップパドル競技－ウイング１２．６クラス

参加料は次の通りとする。
4,000 円/1 人（湘南海洋教育スポーツ振興協会会員）
6,000 円/1 人（湘南海洋教,育スポーツ振興協会会員でない選手）
(4)

パーティ（豪華賞品 ビンゴゲーム、じゃんけん大会を含む）

参加選手 1,500 円/１人ワンドリンク付（アルコール類は別）
指導者・保護者 2,000 円/1 人ワンドリンク付（アルコール類は別）
(5)

主催団体指定の方法でエントリーすることとする。

＜参加申込み先・問い合わせ先＞
一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会
〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸 1-12-4
電話

050-2018-0944

FAX

050-3488-3457

E-mail info＠coco-bea．com
(6) 参加料・チャーター料・宿泊費の支払い方法
支払い方法については湘南海洋教育スポーツ振興協会の以下ホームページに記載する。
http://student.coco-bea.com/
(7) 申込期限
参加申込書の受付は平成 26 年 5 月 19 日（月）必着とする。

5．レーススケジュール
5 月 24 日（土）
9：30～10：00

大会受付

10：30

開会式・艇長会議

11：30

最初のレースの予告信号時刻
レース数：1 日最大 4 レース

18：00

懇親パーティ

5 月 25 日（日）
10：00

最初のレースの予告信号時刻

17：00

閉会式

6．帆走指示書
帆走指示書は大会当日の受付時に入手できる。
7．コース
使用するコースは、当日の公式掲示板に示される。
8.参加数及びチャーター艇
大会主催者はオープンビッククラス艇を 20 艇、ウイング 12.6 クラスは 12 艇準備する。
チャーター料金は 500 円とし、参加料に加えて支払うこと。 但し、ウイング 12．6 クラスのチャーター料金
は無料とする。
9．レース回数
(1) オープンビッククラス参加選手が 21 名以上の場合は、ディビジョン制を採用し、2 クラスに分け、海上に
て乗換えを行う。土曜日は予選レースを行い、日曜日は決勝レースを行う。日曜日の決勝レースは上位半
数と下位半数の順位決定戦とする。
(2) テクノ 293 クラスは１日最大 4 レースとし、2 日間で最大 8 レース行う。
(3) 各クラスとも、最低 1 レースをもって大会成立とする。
10．表彰
(1) オープンビッククラスの入賞者第 1 位から 3 位まで、日本オープンビッククラス協会及び一般社団法人湘
南海洋教育スポーツ振興協会の表彰状を授与する。
(2) テクノ 293 クラスの入賞者第 1 位から 3 位まで、一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会の表彰状を
授与する。A－17 クラスの男女それぞれ１位の選手を２０１４年テクノワールドへの派遣認定及び遠征補
助をする。
(3) ウイング 12.6 クラスの入賞者第 1 位から 3 位まで、一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会の表彰状
を授与する。
11．安全規定
(1) 海上にいる間、すべての競技者は個人用浮揚用具（ライフジャケット）を着用しなければならない。この
項は第 4 章前文及び規則 40 を変更している。

(2) レース委員会またはジュリーは、レース艇が帆走不能もしくは危険な状態にあると判断した場合は、リタ
イアを命じることができる。この項は規則 4 を変更している。
12．保険
本競技会の主催者（共同主催者）は競技種目①，②については JSAF 総合賠償責任保険（旧 J）に加盟してい
る。及び競技種目①については別途賠償責任保険に加盟している。また大会参加者はスポーツ保険、もしくは
同等の保険に加入しなければならない。
13．責任の否認
この大会の競技者は自分自身の責任で参加する。規則 4｢レースすることの決定」を参照。主催団体は、大会の
前後・期間中に生じた物理的損害または身体障害もしくは死亡によるいかなる責任も負わない。
□その他の情報
(1) 昼食
大会両日とも昼食は各参加者で用意してください。
(2) 宿泊
各自でお取りください。
(3) 観覧艇
観覧艇も用意しておりますので、希望者は大会当日、大会本部に申し出てください。なお料金は１名
1000 円です。

