第 11 回西日本ジュニア・ユース交流セーリング選手権大会
共同主催

山口県セーリング連盟・西日本水域連絡会
後援 ヤシママリンサービス
2022 年 4 月 29 日－5 月 1 日
山口県スポーツ交流村

レース公示
[NP]の表記は、艇は他艇の規則違反に対し抗議できないことを意味する。これは規則 60.1(a)を
変更している。
1. 適用規則
1.1 本大会には『セーリング競技規則』に定義された「規則」が適用される。
1.2 規則 61.1(a)の最初の 3 文は以下のように読み替える『抗議する艇は、その意思を最初の
妥当な機会に相手艇に伝えなければならない。その抗議がレース・エリアにおけるインシ
デントに関わる場合、艇は「プロテスト」と声をかけなければならない。艇は、フィニッ
シュ後直ちにフィニッシュ・ラインに位置するレース委員会艇に被抗議艇がフィニッフュ
した後、可能な限り速やかに伝えなければならない。』
1.3 規則 40 及び第 4 章の前文を次のとおり変更する。
1.3.1 規則 40 の最初の文章を削除し、
「衣服を一時的に追加したり脱いだりする場合を除
き、各競技者は、クラス規則 4.2(a)に従って、個人用浮揚用具を水上にいる間は常に適切
に着用しなければならない。」と置き換える。
1.3.2 第 4 章の前文の｢第 4 章の規則は、｣の後に｢指示 1.3.1 によって修正された規則 40
を除き、｣を追加する。
1.4 規則の変更箇所はすべて帆走指示書に明記する。また帆走指示書は他の競技規則を変更す
ることがある。
2. 開催場所
山口県スポーツ交流村およびその海面。
3. 広告
選手の広告は、World sailing 規定 20.3.2 に従ってハルに表示することができるが、クラス
規則 2.8 によって制限される。
4. 参加資格
4.1 小学生以上中学生以下の者であり、全国どこからでも参加できる。
4.2 2022 年度日本セーリング連盟会員の者。
4.3 A クラスの選手は 2022 年度日本 OP 協会会員の者。
4.4 B クラスの選手はレース公示 4.2 および 4.3 以外でも所属クラブの責任者が承認した場
合には参加を認める。
4.5 参加艇は以下の項目を満たしていなければならない。
(a)原則として自艇参加(クラブ艇可)とする。
(b)A クラス参加艇は日本 OP 協会登録艇であること。
5. 参加申込

5.1
5.2
5.3

参加申込みは、クラブごとに取りまとめの上、下記の要領にて 4 月 1１日（月）までに申し
込むこと。なお、参加申込は 3 月 28 日（月）午前 0 時より受け付ける。
参加申込書（1）
「クラブ参加申込書」
E メールにて送付（4/11 まで）
参加申込書（2）
「支援艇申請書」
「船舶検査証の写し」
E メールにて送付（4/11 まで）
参加申込書（3）「誓約書」 署名捺印の上、クラブ単位で取りまとめ大会受付へ提出のこ
と

6. 参加料
参加料は下記の通り。
6.1 参加料（会場使用料を含む） 5,000 円
6.2 参加料及びその他費用は、各クラブで取りまとめのうえ、大会受付時に支払うこと。
7. 日程
4 月 29 日（金）

08：00～9：30
10：00
10：00～12：30

アトランタオリンピック記念レース
13：55

大会受付
開会式・艇長会議・指導者会議
Ａクラスチームレース講習会
Ｂクラスレース講習会
Ａクラス最初のチームレースの予告信号
引き続きレースを行う
B クラス最初のレースの予告信号
引き続きレースを行う

西日本ジュニア・ユース交流記念レース
4 月 30 日（土） 08：00
指導者ミーティング
08：30
スキッパーズミーティング
09：55
第１レースの予告信号、引き続きレースを行う
5 月 1 日（日）
08：00
指導者ミーティング
08：30
スキッパーズミーティング
09：55
最初のレースの予告信号、引き続きレースを行う
16：00
閉会式（予定）
7.3 A クラスは、最大 7 レース、B クラスは、最大 10 レース予定する。
7.3 最終日には、13:00 より後に予告信号を発しない。
7.4 風待ちの際には、レース委員会及びプロテスト委員会のブリーフィングをすることがある。
7.5 「アトランタオリンピック記念レース」が成立しなかった場合には、
「西日本ジュニア・ユ
ース交流セーリング選手大会」の第 1 レースは記念レースを兼ねることとする。
8. 計測
A クラスの参加艇は、有効なレジストブックおよび装備品の計測証明書を持参しなければな
らない。
9. 帆走指示書
帆走指示書は大会受付時に入手できる。4 月 15 日までに大会 HP に掲載する。
選手は、各自で持参すること。
10. コース
トラペゾイド、トライアングルまたは風上/風下コースとする、詳細は帆走指示書に示す。

11. ペナルティー方式
付則 P を適用する。
12. 得点
12.1 シリーズが成立するためには、1 レースを完了することを必要とする。
12.2 (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 レース以上完了した場合、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。
13. 支援艇
支援艇は、次の条件を満たす場合にのみ使用が認められる。
(a)有効なヨット・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。
(b)レースの参加申込時に支援艇の船舶検査証の写しとともにレース公示 5.3 の様式により
支援艇の使用を申請し、レース委員会の許可を得なければならない。
(c)レース委員会からの要請があった場合、レース運営艇またはレスキュー艇として大会運
営に協力すること。
14. 賞
14.1 西日本ジュニア・ユース交流セーリング選手権大会
A クラス 総合優勝
トロフィー（持ち回り）
第 1 位－3 位
賞状・副賞
第 4 位－6 位
賞状
女子優勝
賞状
小学生優勝
賞状
B クラス 優勝
トロフィー（持ち回り）
第 1 位－3 位
賞状・副賞
第 4 位－6 位
賞状
14.2 アトランタオリンピック記念レース
A クラス 優勝チーム
トロフィー（持ち回り）
第 1 位－3 位
賞状
B クラス 優勝
トロフィー（持ち回り）
第 1 位－3 位
賞状
14.3 OP 級 A クラスの上位選手に第 54 回日本オプティミスト級セーリング選手権大会の出場資
格が与えられる予定。
15. 責任の否認
選手は自分自身の責任でこの大会に参加する。規則 3「レースをすることの決定」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。また、スタートするか、レースを継続するかどうかを決める責任は各艇にあ
る。
16. 保険
選手及び指導者は、自己及び第三者に有効なスポーツ保険等に加入していること。

17. 選手の肖像権
選手は、本大会に参加することにより、大会期間中の選手または本大会における選手の装備に
関する動画、スチール写真および生中継、録画あるいは撮影された映像またはその製版につい
て、対価を求めることなく、大会実行委員会、JODA および協賛各社に独自の判断で使用する
権利を与えるものとする。
18. 参加申込および問合せ
大会事務局： 花田 りさえ
携帯電話：
090-7127-6578
大会事務局 E メール： risae.hanada@gmail.com
その他の情報
1）その他の費用
支援艇艇置料
5.5m 以下 300 円/1 日
4.5m 以下 240 円/1 日
大会受付時にお釣りの出ないように支払いをお願いします。
2）昼食
各日とも海上で昼食をとることがあるので、各自で用意してください。
3）駐車場
車は、指定された場所に駐車するようにして下さい。
（後日ご案内します）
4）宿泊
今回は、スポーツ交流村の宿泊斡旋を行いません。各自で宿泊の手配をしてください。
5） 大会公式 HP
http://sail.jpn.com/

以上

