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レース公示
1.

規

則

1.1 本大会は、
『セーリング競技規則 2013－2016 』(以下『RRS』という)に定義された
規則を適用する。
1.2 SCIRA 規則、国内及び国際選手権大会の運営規定、ディード・オブ・ギフトが適用さ
れる。
1.3 規則３０.３は、この大会で適用されることはない。
1.4 規則４２の違反に対し、付則Ｐが適用される。
2.

広

告

主催団体によるその他の広告掲示の要求はない。
3.

参加資格

3.1 スキッパー・クルー共に日本国籍を有する 2016 年の SCIRA 会員であること。
3.2 2016 年度の日本セーリング連盟会員登録を完了していること。
3.3 各水域協会より選抜または推薦された者。且つ、未成年者は保護者の同意を得た者。
（各フリートキャプテンは、選抜または推薦した者の名簿を、エントリー締切日までに
大会事務局に提出（Mail 可）しなければならない。
）
4.

参加申込
参加資格のある選手は、日本スナイプ協会公式ホームページ（2016 Regatta info）
に掲載されているエントリーシート（Excel ファイル）を完成させ、エントリー締め切
りまでに下記事務局へ電子メールに添付し、送付すること。
https://peraichi.com/landing_pages/view/regattainfo
【参加申込み先】 関西スナイプ協会事務局

木下 映

e-mail：scira.jpn.kansai@gmail.com

【エントリー締め切り日】 平成 28 年 10 月 21 日(金)
【参加料】

￥38,000-／１チーム
（レセプション代・バウナンバー代・艇置料を含む）
※大会期間外の艇置料、および支援艇艇置料は別途

【選手以外のレセプション費用】

3,000 円／人

【振込先】三井住友吟行 甲子園支店

（普）3963772

（ミツイスミトモギンコウ

コウシエンシテン）

関西スナイプ協会 代表 木下 映
（カンサイスナイプキョウカイダイヒョウキノシタアキラ）
※参加料及び選手以外のレセプション費用を平成 28 年 10 月 21 日（金）
までにスキッパー名で振り込むこと
5.

日

程

11 月 ８日(火) １３：００ 受付・計測（運営棟艇庫内）
11 月 ９日(水) ０９：００ 受付・計測（運営棟艇庫内）
１６：３０ 開会式・艇長会議・レセプション受付
１７：００ 開会式・艇長会議・レセプション開始
（全て和歌山マリーナシティホテル宴会場にて行われる）
11 月 10 日(木) ０９：５５ 第１レースの予告信号予定時刻

引き続きレース

11 月 11 日(金) ０９：５５ 最初のレースの予告信号予定時刻 引き続きレース
11 月 12 日(土) ０９：５５ 最初のレースの予告信号予定時刻 引き続きレース
11 月 13 日(日) ０９：５５ 最初のレースの予告信号予定時刻 引き続きレース
１５：３０ 閉会式（運営棟２階会議室内）
※ 1 日に実施するレースは最大 3 レースとする。
※ 最終日は 、12：00 より後に予告信号が発せられることはない。
6.

計

測

6.1

すべての艇は、計測証明書を提出しなければならない。レース委員会の裁量でいつ で
も計測の対象となる。

6.2 すべての艇は、2016 年クラス・デコールを正しく表示していること。
6.3 使用するセールは 2016 年登録された艇番号のセールで 2016 年の計測に合格した
ものであること。
6.4 セールの大会計測は１チーム２セットまで計測できる。
7.

登

録（受付）

全ての艇は、受付時に大会本部で次の書類を提示し、登録を完了しなければならない。
(1) 計測証明書
(2) SCIRA 会員番号
(3) JSAF 会員証
(4) 未成年者は保護者の同意書
（日本スナイプ協会公式ホームページ(2016 Regatta info)に掲載されている
同意書(Excel ファイル)を入手して下さい。

8.

帆走指示書
大会の帆走指示書は１１月 8 日・9 日の大会受付時に配布する。
配布以前に日本スナイプ協会ホームページに掲載する予定。
https://peraichi.com/landing_pages/view/regattainfo

9.

レース・エリア
レース・エリアは、和歌浦湾に設置する。
レース・エリア図は、別紙参照

10.

レース・コース
帆走するコースは、ＳＣＩＲＡ公式ルールブックに記載されたコースとする。

11.

得

点

11.1 本大会は１１レースを予定する。天候その他の事情により全てのレースを消化できな
い場合、本大会は３レースの完了をもって成立とする。
11.2 完了したレースが５レース以下の場合、艇の大会における得点は、全レースの合計得
点とする。６～８レースまで完了した場合、艇の大会における得点は、最も悪い得点
を除外したレース得点の合計とする。９レース以上完了した場合は、艇の大会におけ
る得点は、最も悪い得点、次に悪い得点を除外したレース得点の合計とする。これは
規則Ａ２を変更している。
12.

支援艇

12.1 支援艇は受付時に大会本部で登録しなければならない。
12.2 支援艇はレース委員会が支給するピンク色旗を掲揚しなければならない。
13.

保

険

参加艇は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。
14.

無線通信

14.1 緊急の場合を除き、レース中の艇は、無線送信も、全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。
14.2 この制限は、携帯電話にも適用される。
15.

責任の否認
競技者は、大会において自らの責任は全て負う。 規則４「レースをすることの決定」
参照。大会主催者は、大会期間中及び前後の物損、死傷等についての一切の責任を負わ
ない。

16.

賞
上位６チームを表彰する。

17.

後続の大会への参加資格

17.1 上位 8 位までのスキッパーには 2017 年に開催される世界選手権大会への参加資
格を与える。
17.2 上位 5 位までのスキッパーには翌年の全日本選手権大会のシード権を与える。
18.

問い合わせ先
関西スナイプ協会 理事長 木下 映
〒662-0934 兵庫県西宮市西宮浜 4-8-6-703
TEL

090-9044-2203

E-Mail：akirakinoshita29198@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
その他の連絡（レース公示の一部ではない）
・施設への搬入、搬出の手続きは各自で行う。
・エントリーシートに搬入日、搬出日を記載する事。
搬入搬出の連絡先
和歌山セーリングセンター

担当者

中村

厚子

TEL 073-448-0251 FAX 073-494-3252

・大会期間中の施設使用料はエントリー料に含まれる。
・ＳＣＩＲＡ代表者
日本スナイプ協会 理事長
・NRO 吉留 容子
・レース委員長 坂本 亘
・プロテスト委員長

中野 佐多子

西村 孝司

