2012 年度

(公財)日本セーリング連盟

ユースナショナルチーム候補選手合同強化合宿

期日：2013 年 3 月 23 日（月）～3 月 28 日（木）
主催：(公財)日本セーリング連盟
主管： NPO 和歌山セーリングクラブ
協賛：(株)アビームコンサルティング・(株)スリーボンド
後援：和歌山県セーリング連盟
開催地：ナショナルトレーニングセンター

競技別（セーリング）強化拠点、和歌山市

http://www.wakayama-sailing.org/index.html

合宿公示
１

目的
本合宿は世界に通用する次世代を担う選手の育成・強化を目的に行われる。
合宿においてはセーリング技術の向上のみならず、医科学、栄養、フィジカル、
ルール等の広範囲な知識習得機会を設けると共に、合宿後半には 2013 年 ISAF ユ
ースワールドセーリングチャンピオンシップ日本代表候補選考レースを行う。

2

安全
参加者は、海上では常時ライフジャケットを着用すること。主催者はそのライフ
ジャケットが適切でないと判断した場合、その着用を拒否することができる。ラ
イフジャケットは適切な規格に準じているものであること。

3

参加資格および申込み

3.1

本合宿参加の選手は以下の条件を満たさなければならない。
(a).

2012 年度(公財)日本セーリング連盟の会員でなければならない。

(b).

2012 年度(公財)日本セーリング連盟 ユースナショナルチーム候補選手。

(c).

上記以外で、各クラス協会、都道府県セーリング連盟から推薦され、(公財)
日本セーリング連盟強化委員会が参加を認めた選手。

3.2

本合宿には以下の種目・クラスの選手が参加できる。
(a). ユース種目（2013 年 12 月 31 日時点で 19 歳以下の者）
ダブルハンドクラス

420 男子・420 女子

シングルハンドクラス

レーザーラジアル男子・レーザーラジアル女子

ウィンドサーフィンクラス RS:X 8.5 男子・RS:X 8.5 女子
スキフクラス

29er オープン

(a). ノーヴィス種目
（1998 年 1 月 1 日から 1999 年 12 月 31 日の間に生まれた者）
ウィンドサーフィンクラス Techno293 男子・Techno293 女子

3.3

参加資格のある選手は、添付の合宿参加申込書に必要事項を記載し、2013 年 3 月
10 日（日）までに、下記の合宿事務局に送付した後、受領の通知を持って参加申
込を受け付ける。
〒641-0014 和歌山市毛見 1514 番地 和歌山セーリングセンター
NPO 和歌山セーリングクラブ内 強化合宿事務局 担当 中村厚子
電話 073-448-0251 FAX 073-494-3252

3.4

受領の通知が行われた艇・選手は 2013 年 3 月 17 日（日）までに下記の指定口座
に参加料を振り込むことにより、参加申込を完了するものとする。
三菱東京 UFJ 銀行 澁谷中央支店 普通預金 1192461
（公財）日本セーリング連盟

3.5

参加申込が遅れた艇・選手の受付は認めない。
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合宿のフォーマット
(a). 本合宿は前半 2013 年 3 月 23 日（土）～24 日（日）の 2 日間と、後半 25 日
（月）～28 日（金）の 4 日間に分けて開催する。
(b). 選手は、全日程で参加するか、前半だけで参加するかの選択をすることが出
来る。
(c). 本合宿にはオーストラリアからの招聘選手の参加が予定されている。

5
5.1

参加料
主催者は合宿中の宿泊費の２／３及び食費の２／３を負担し、選手に必要な参加
料は次のとおりとする。
（シングルハンド・ダブルハンド・ウィンドサーフィン共通）
(a). 全日程参加の選手

16,000 円

（参加料には 23 日～28 日（6 泊）の宿泊費、23 日昼食～28 日昼食までの食
費、合宿参加費用、宿舎からセンターまでの送迎が含まれる）
(b). 前半日程のみ参加の選手 8,000 円
（参加料には 23 日～25 日（2 泊）の宿泊費、23 日昼食～25 日朝食までの食
費、合宿参加費用、宿舎からセンターまでの送迎が含まれる）
5.2

その他の料金
参加の艇は、800 円／日のハーバー使用料をレース受付時に支払わなければならな
い（2012 年度ユースナショナルチーム選手は免除される）
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合宿の日程
日時

23 日（土）

24 日（日）

25 日（月）

6.1

備考

7:00～9:00

合宿受付

9:30～10:00

開会式・全体ミーティング

10:00～12:00

体力測定

12:00～13:00

昼食

13:00～17:00

海上練習

17:00～

宿舎へ移動

18:00～

夕食

19:30～21:00

全体ミーティング・クラス別ミーティング 全員参加

22:00

就寝

6:00

起床

6:10～

ジョギング・ストレッチ

7:00～

朝食

8:00～

センターへ移動

9:00～12:00

海上練習

12:00～13:00

昼食

13:00～17:00

海上練習

17:00～

宿舎へ移動

18:00～

夕食

19:30～21:00

全体ミーティング・クラス別ミーティング 全員参加

22:00

就寝

6:00

起床

～27 日（水） 6:10～

28 日（木）

内容

ジョギング・ストレッチ

艇の準備

自由参加

7:00～

朝食

8:00～

センターへ移動

17:00～

宿舎へ移動

18:00～

夕食

19:30～21:00

全体ミーティング・クラス別ミーティング 自由参加

6:00

起床

6:10～

ジョギング・ストレッチ

7:00～

朝食

8:00～

センターへ移動

16:00～

閉会式

天候等により日程の変更を行う場合がある

昼食は海上

自由参加
昼食は海上
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宿泊
本合宿の宿泊は以下の通りである。
紀三井寺ガーデンホテルはやし
http://www.kimiideragardenhotel.com/index.html
※合宿の前泊・後泊又は帯同者の宿泊を希望する者は、参加申込書に記載し、合宿
事務局にて宿泊手配を行う。
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交通費の補助
本合宿参加の選手には、自宅の最寄り駅から JR 和歌山駅までの公共交通機関利用
料金の２／３を補助する。交通費の補助は原則 JR・私鉄・バスを対象とするが、
航空便を利用しなければならない遠方の選手は、参加申込書によりその申告を行
い、承認をもって認められる。この場合出来る限り安価な航空券を購入し、航空
会社または旅行代理店発効の領収証が必要となる。

9

支援艇
支援艇は主催者で用意される識別旗を表示しなければならない。
（支援艇の持込には別途 800 円／日のハーバー使用料が必要になる）

10

バース
艇は艇置き場にある間、指定された場所に保管されなければならない。

11

持参する物
選手は各自、以下の者を本合宿に持参しなければならない。
ノート、筆記用具、ルールブック、トレーニングシューズ、健康保険証
交通費の補助金は合宿当日に精算を行う為、必ず印鑑を持参すること。
（持参のない場合は交通費の補助が精算できない場合がある）
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責任の否認
この合宿の参加者は自分自身の責任で参加する。主催団体は、合宿の前後、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。
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艇の搬入
参加者は艇の搬入・搬出の日時について、実行委員会に事前に連絡すること。
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チャーター艇・セール

14.1

主催者はチャーターボートを以下の艇数・料金で準備する。
(a).

レーザーラジアル級 10 艇

(b).

420 級 7 艇（ハル・フォイル・スパー・船台のみ）3500 円／日

（ハル・スパー・船台のみ）2100 円／日
セール 2800／日

(c).

29er 級 1 艇（ハル・フォイル・スパー・船台のみ）3500 円／日
セール 2800／日

14.2

チャーター艇を希望する選手・チームは、参加申込書の該当欄にその旨を記載する
ことで申し込める。

14.3

チャーター艇にはハル・スパー・船台以外の艤装品は一切含まれない（420 級につ
いてはフォイル、ティラーを含む）
。シート・コントロールロープ・ブロック・そ
の他艇の艤装に必要な部品は各自の責任で準備すること。

14.4

チャーター艇・チャーターセールを使用する選手は、引き渡し時の状態を検査し、
「それぞれの借用契約書」に署名し、自己の責任で破損または紛失があった場合
はそれを弁済しなければならない。

14.5

チャーター艇・セールの申込が艇数を上回った場合、主催者は以下の順位でチャー
ター艇の貸出を行う
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①

既に認定された 2012 年度ナショナルチーム候補選手・チーム

②

2012 年 12 月ユース合同合宿（NTC）に参加した選手・チーム

③

2012 年度に行われた水域別合宿に参加した選手・チーム

④

JSAF 強化委員会が承認した選手・チーム

問い合わせ先
〒641-0014 和歌山市毛見 1514 番地 和歌山セーリングセンター
NPO 和歌山セーリングクラブ内 選考レース実行委員会 担当 中村厚子
電話 073-448-0251 FAX 073-494-3252

info@wakayama-sailing.org

