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JSAF Enoshima Olympic Week 2013 
   

兼 レーザークラス関東選手権大会 2013 

 

 

 

 
期 間： 

場 所： 

競 技 種 目： 

 

２０１３年９月２０日（金）～９月２３日（月）  

神奈川県藤沢市 湘南港(江の島ヨットハーバー沖) 

   〈オリンピッククラス〉 

男子ダブルハンド    ４７０（ＭＩＸも含む） 

女子ダブルハンド    ４７０  

男子シングルハンド   Laser, Laser Radial    

女子シングルハンド   Laser Radial     

   〈オープンクラス〉 

     シングルハンド     Laser Radial,  Laser 4.7 

ダブルハンド       SNIPE,  

 
本大会のオリンピック種目については、ISAF WORLD SAILING RANKING LIST EVENT グレード２として認定される。 

エントリー数が 5 艇未満のクラスはレースを行わない。 

大会組織 

主 催： 

大会運営： 

後   援： 

 

協   力： 

 

協   賛： 

（公財）日本セーリング連盟 （ＪＳＡＦ） 

神奈川県セーリング連盟 

神奈川県  神奈川県教育委員会 藤沢市  （公財）神奈川県体育協会 

日本レーザークラス協会 日本スナイプ協会 日本４７０協会   予定 

(社)江の島ヨットクラブ  （株）湘南なぎさパーク  藤沢市ヨット協会 

神奈川県ユースヨットクラブ （株）リビエラリゾート 予定 

予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レース公示（NOTICE OF RACE） 
 

1 規則 

1.1 セーリング競技規則 2013～2016（以下規則）、日本セーリング連盟規定、各クラス規則を適用する。 

1.2 規則 87 に基づき、SCIRA クラスルール「国内及び国際選手権大会の運営規定」を適用しない。 

1.3 国際 470 級以外のクラスはメインセールにナショナルレターが無くても良い。これは規則 77 を変更している。 

1.4 使用言語間で矛盾が生じた場合には、英文を優先する。 

 

2 広告 

艇は主催団体により選択され支給された広告を表示するよう要求されることがある。 
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3 参加資格および申込み 

3.1 日本選手以外  規則 75.2 に準ずる選手  

日本選手      (a)  2013 年度(公財)日本セーリング連盟（以下 JSAF という）登録済の者。 

(b)  当該艇種別協会 2013 年度会員登録済の者。 

          (c)  以下のどれかの資格を持つ者 

・当該艇種別 2012 年全日本上位者 

・自己推薦者 

(d)  U－19 の参加選手は、親権者の承諾を得る事とする。 

 

3.2  参加資格のある艇は、大会 web サイトにアクセスし、エントリー登録する。また、指示 4.2 の期限までに必要な参加

料を振込みすることにより、参加申込する事ができる。    

大会 web URL：http://www.f-ssc.com/eow2013.htm 

 

4 参加料 

4.1 必要な参加料は次の通りとする。 

※東日本震災被災３県(岩手県、宮城県、福島県)所属チームはエントリー料を免除する。 

 

≪日本選手以外≫ 

すべてのクラスの 参加料を無料とする 

≪日本選手≫ ダブルハンド シングルハンド 

470、Laser radial ,Laser4.7 

ユース選手(U-19)（Laser radial ,Laser4.7） 

470 級学割対象者 SNIPE 

14,000 円 

 

9,000 円 

10,000 円 

9,000 円 

 

《４７０級学割制度適用チーム条件》  

 ・スキッパー・クルーともに学生の場合、適用されます。（スキッパー・クルーいずれかが社会人の場合、学割は適用されません。） 

 ・エントリーフォーム職業欄に、スキッパー・クルーともに学生選択されているチームを学割制度適用チームとします。 

 ・上記適用４７０級チームは学割エントリー参加料をお振込み下さい。 

 

4.2 【締め切り】  参加申込締め切り  ： 9 月 17 日(火)  参加料振込締め切り： 9 月 18 日（水）14：30 

    9 月 17 日を過ぎたエントリーについては各クラスの参加料に 4,000 円を加算する。 

    9 月 17 日までにエントリーしても 9 月 18 日 14：30 を過ぎる振込はレイトエントリー金額でのお振込になります。 

 

【参加料振込先】   三菱東京ＵＦＪ銀行 銀座通支店  

普通口座 ００４１４９４      カトウ マサコ 

 
※振込名は、Sail No.と振込者名の順で記入すること。 例：4700 ﾖﾝﾅﾅﾀﾛｳ  

※複数艇分一括振込の際は、申込時に備考欄へ団体名を記入し、団体名でお振込み下さい。 例 ：○○大学など 

※クラスを混ぜての一括振込みは認めません。ご注意下さい。 

 

4.2 その他の料金 

   (a) ハーバー使用料は各自負担とする。 

(b) Laser 各クラス及び 470 級（海外参加選手）については、下記料金にてチャーター艇を考慮する。 

470 級 チャーター艇 大凡の料金 

2012 年製  

2011 年製 

2010 年製 

2009 年製 以前 

90,000 円  

60,000 円  

45,000 円  

30,000 円  

       Laser 各クラスチャーター艇大凡の料金    10,000 円 

 

5 日程  

5.1 登録   

9 月 20 日（金） 

9 月 21 日（土） 

13：00 ～ 16：00 

7：50 ～  9：00 

13：00 ～ 16：00 

登録受付  470、Laser radial ,Laser4.7 

登録受付  470、Laser radial ,Laser4.7 

登録受付  SNIPE 

http://www.f-ssc.com/eow2013.htm
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5.2 レース日程 

   レース開催日 

   470、Laser radial ,Laser4.7  9 月 21 日～9 月 23 日  3 日間 

   SNIPE               9 月 22 日～9 月 23 日  2 日間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各クラス 最終日は 13：30 より後のスタート予告信号は発せられない。 

5.3 レース数 

本レガッタは、470、Laser radial ,Laser4.7 は 9 レース数、SNIPE 7 レース数を予定し、1日実施するレース数は最

大 4 レースとするが、各日のレース数はレース委員会の裁量によるものとする。 

 

6 計測 

6.1 各艇は、有効な計測証明書を提示しなければならない。 

6.2 セールは事前に各クラス協会規則に準じ、オフィシャルメジャーラ―による計測を受けていなければならない。 

6.3 計測の手順等は､受付時に指示する。 

 

7 帆走指示書 

帆走指示書はレース 1 週間程前に大会 web サイトにて入手できる。 

 

8 開催地 

8.1 添付図 A は、赤丸にてレガッタ・ハーバーの場所を示す。 

8.2 添付図 B は、レース・エリアの場所を示す。 

   神奈川県藤沢市 湘南港(江の島ヨットハーバー)沖のＡ海面及びＢ1・B2・C海面に、２エリアを設置する。 

エリア１  470, SNIPE ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・C海面 

エリア２  Laser, Laser Radial, Laser 4.7・・・・・・・・・・B1 海面 

気象状況によりエリアは変更されることがある。 

9 コース 

    帆走するコースは次の通りである。 

ソーセージコース、トライアングルコース、トラべゾイドコースのいずれかとする。 詳細は帆走指示書で示す。 

 

10 ペナルティー方式 

10.1 規則 42 違反に対し付則 P を適用する。 

10.2 規則 70.5 で規定される通り、プロテスト委員会 インターナショナルジュリーの判決が最終となる。 

                                                                                                                                                                                                                                                      

11 得点 

11.1 シリーズの成立には 3 レースを完了する事が必要である。 

11.2 （a）5 レース未満しか完了しなかった場合、艇のシリーズの得点は、レース得点の合計とする。 

（ｂ）5 レースから 7 レース完了した場合、艇のシリーズの得点は最も悪い得点を除外したレース得点の合計とする。 

（ｃ）8レース以上完了した場合、艇のシリーズの得点は最も悪い方から 2つの得点を除外したレース得点の合計とす

る。 

 

12 支援艇 

12.1  支援艇はレスキューボートとみなされ、以下の条件を満たす場合のみ使用を許可する。 

12.2  (a)常時は支援艇として航行範囲の制限を守り、レース委員会からレスキューボートとしての要請があれば、いつで

もこれに応じること。この要請があった場合のみ制限範囲内への進入を認める。 

(b)支援艇は、ヨットモータボート保険（対人対物賠償責任保険及び搭乗者傷害保険）に加入していること。 

9 月 21 日（土） 

 

 

9 月 22 日（日） 

 

9 月 23 日（月） 

 

9：15 

10：55 

17：00 

8：45 

10：00 

8：45 

10：00 

16：00 

開会式、スキッパーズミーティング  

最初のレースのｽﾀｰﾄ予告信号予定時刻  

ウェルカムパーティー  

ブリーフィング 

最初のレースのｽﾀｰﾄ予告信号予定時刻 

ブリーフィング 

最初のレースのｽﾀｰﾄ予告信号予定時刻 

表彰式 
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13 無線通信 

 緊急の場合を除き、レース中の艇は、無線送信も、すべての艇が利用できない無線通信の受信もしてはならない。

またこの制限は携帯電話にも適用される。 

 

14 賞 

14.1 各クラス参加艇数に応じてメダルを授与する。 

14.2 レーザークラス関東選手権大会 2013 

1 位～3 位 トロフィーを授与する。 

 

15 責任の否認 

このレガッタ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]参照。主催団体は、レガッタ

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。 

 

16 保険 

各参加艇は、インシデント毎に最低 1 億円を保証するか、または同等の、有効な第三者賠償責任保険に加入し

ていなければならない。参考：http://www.jsaf.or.jp/hoken/ 

 

17 問い合わせ先 

    江の島オリンピックウィーク 2013 実行委員会 

海外担当 樋口 舞（Mai Higuchi ）     E-mail：  higmai(@)kanto470.org    

国内担当 京黒太郎（Ｔａｒｏ Kyoguro ） E-mail：  ksaf.race(@)gmail.com      

迷惑メール対策のため、＠に（ ）を入れてあります。メールを送る際には（ ）を取ってください 

 

 

以下はレース公示に含まれない その他の情報 

 

① 本大会の公用語は、英語とする。 

② 本大会は、ドーピング検査対象大会とする。 

③ エントリー締め切り後、また、強風・無風、事件、事故などによる中止・延期による返金はしない。 

④追加情報 

【宿泊・昼食】  昼食は各自で手配のこと。 

宿泊施設については、下記にお問合せください。 

              藤沢市観光協会 0466-22-4141   http://www.fujisawa-kanko.jp/stay/index.html  

【艇の搬出入】  各自、㈱湘南なぎさパーク湘南港管理部で搬入、搬出の手続きをすること。 

ハーバー使用料は各自負担とする。  

㈱湘南なぎさパーク 0466‐25‐2211  http://enoshima-yacht-harbor.jp/index4.htm 

⑤ 江の島臨港道路附属駐車場の料金が、平成 25 年 4 月 1 日より改正されました。 

     駐車場割引を希望される方は、出艇申告前までにレース委員会事務局に駐車券を提出下さい。 

       利用料金詳細 http://enoshima-yacht-harbor.jp/index6.htm 

 

 

 

本事業はスポーツ振興基金の助成を受けて行われます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://enoshima-yacht-harbor.jp/index6.htm
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添付図 A 

 

 
 

添付図 B 

 


