第30回 全日本スナイプ級ヨット マスターズ選手権大会
第50回 全日本スナイプ級ヨット 女子選手権大会
２０１５年 ８月７日(金)～８月９日(日)
豊田自動織機海陽ヨットハーバー（愛知県蒲郡市海陽町１-７）
共同主催

日本スナイプ協会、愛知県ヨット連盟、中部スナイプ協会

公認

（公財）日本セーリング連盟（公認番号：Ｈ２７－１０）

協力

豊田自動織機海陽ヨットハーバー
中部実業団、中部４７０協会、中部学生ヨット連盟、

開催地

豊田自動織機海陽ヨットハーバー（愛知県蒲郡市海陽町１-７）
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規則
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。

現行のSCIRA「国内・国際選手権大会運営規定」、日本ｽﾅｲﾌﾟ協会規定の「ﾃﾞｨｰﾄﾞ ｵﾌﾞ ｷﾞﾌﾄ実施規定」を適用する。
RRS 付則Ｐを適用する

参加資格
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(ａ)2015年度ＳＣＩＲＡ会員である事。
(ｂ)2015年度ＪＳＡＦ会員である事。
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選手権別に参加者は以下、全ての条件を満たしていること。
(ａ)ｽﾅｲﾌﾟﾏｽﾀｰｽﾞ選手権に出場の選手は、ｽｷｯﾊﾟｰ･ｸﾙｰ共に日本国籍を有するSCIRA会員であり
45歳以上のｽｷｯﾊﾟｰで、ｸﾙｰとの合計年齢が80歳以上であること。
(ｂ)ｽﾅｲﾌﾟ女子選手権に出場の選手は、ｽｷｯﾊﾟｰ･ｸﾙｰ共に日本国籍を有するSCIRA会員である女子選手。
(ｃ)未成年の参加は、保護者の同意書が必要である。
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参加資格のある選手は、所定のｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ完成させ、下記事務局へ電子メールで送付することによりエントリーできる。
7月９日（木）までに必要な参加料を振り込む事により完了させることができる。

送付先）
申込み期限

３

中部ｽﾅｲﾌﾟ協会事務局

内山 貴宣

e-mail：chubu.snipe@gmail.com

７月８日（水）

参加料
全日本マスターズ選手権大会
全日本女子選手権大会
エントリー料 ￥２５,000/チーム
エントリー料 ￥１５,000/チーム
※ﾚｲﾄｴﾝﾄﾘｰ料 ￥30,000/チーム
※ﾚｲﾄｴﾝﾄﾘｰ料 ￥18,000/チーム
申込み期限までに下記口座に振り込むこと（2名のﾚｾﾌﾟｼｮﾝ代を含む）
※ﾚｲﾄｴﾝﾄﾘｰは ７月９日（木）～７月２２日（水）まで受け付ける。
●海陽ＹＨ利用時に発生する「艇置き料」や「水道代」は含まれていない。

振込み先）

４

三菱東京UFJ銀行 豊田南支店（店番４０８） 普通 ０１７２５７４
（口座名義） 中部スナイプ協会 代表 内山 貴宣 （ウチヤマ タカノブ）

日程
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８月 ７日（金）

８月 ８日（土）

８月 ９日（日）

14:00～16:30 大会受付・計測
クラブハウス ・艇庫
8:00～ 9:30
大会受付・計測
クラブハウス ・艇庫
10:30～10:45 開会式
クラブハウス前
10:45
ブリーフィング
クラブハウス前
12:30
第１レースのスタート予告信号時刻
18:00～20:00 レセプション （場所： 蒲郡荘 or ハーバー艇庫の予定 ）
8:30
ブリーフィング
クラブハウス前
10:00
その日最初のスタート予告信号時刻
15:00
閉会式
クラブハウス前
８月９日（日）については、12：30を超えて予告信号を発せられることはない。

4-2

(ａ)参加選手は大会本部で８月８日（土）の9:30までに受付を完了させなければならない。
(ｂ)受付時に 計測証明書 及びSCIRA会員証又はその控え・JSAF会員登証又はその控えを確認する。
※ 参加申込書と同時に、各会員証のコピーを提出した場合は、受付での提示を省略することができる。
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マスターズ及び女子は同時スタートとする。
本大会は５レースを予定する。
各日に実施されるレース数はレース委員会の裁量によるものとし、３レース/日 以上は実施しない。
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計測
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帆走指示書
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レース前の大会計測は行わないが、すべての艇は艇体及びセールが、各フリートの2015年度の年度計測に合格しており
セールは公式計測員のｻｲﾝと日付、艇体については2015年度ｸﾗｽ･ﾃﾞｺｰﾙを正しく艇体に貼付してあることで大会計測に代える。
すべての艇は、有効な計測証明書を持参すること。 またレース委員会の裁量で、いつでも計測の対象となる。
年度計測を実施していないセール及び艇は事前に申告（参加申込書）した上で、指定時間に公式計測を受けること。
計測日時 ８月７日（金）１４：００～ ８月８日（土）８：４５
＠艇庫
計測料 セール3000円／セット
艇体5000円/艇 とする
セールは、2ｾｯﾄ/ﾁｰﾑの登録を可とし、2015年度の計測済みであること。

帆走指示書は、８月７（金）・８日（土）の大会受付にて配布されるが、2015年7月8日（水）までに
ｽﾅｲﾌﾟ協会HP及び愛知県ﾖｯﾄ連盟HPに掲載する。
帆走指示書に対する質問は７月２２日（水）までに、エントリー申し込み先に文書（email)で提出すること。
質問に対する回答は、大会当日のブリーフィングまでに公式掲示板に掲示される。

コース
帆走するｺｰｽは現行のSCIRA公式ﾙｰﾙﾌﾞｯｸに記載されたｺｰｽを適用する。詳細は帆走指示書にて指示をする。
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支援艇
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本大会は１レース以上の実施にて成立とする。
艇のシリーズ得点は、各選手権別で集計はせず、全レースの合計得点とする。 これはRRS付則A２を変更している。

全ての支援艇は受付時に登録を行い、大会期間中は「識別旗」が割り当てられる。
支援艇を持ち込む場合、ハーバーに必要な手続きを搬入時に行い、「艇置き料」及び「給水料」を支払うこと。

安全規定
競技者は、海上においては適正な浮力を有するライフジャケットを着用しなければならない。
これはRRS４０の変更である。
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賞

11-1

●全日本ｽﾅｲﾌﾟ級マスターズ選手権大会
1位～5位のスキッパーに与えられる
Apprentice Master Division
（45～54歳）
1位～3位のスキッパーに与えられる
Master Division
（55～64歳）
1位～3位のスキッパーに与えられる
Grand Master Division
（65～74歳）
1位～3位のスキッパーに与えられる
Legend Division
（75歳以上）
1位～3位のスキッパーに与えられる
Family Division
（直族・婚族で2親等のチーム）1位～3位に与えられる
●全日本ｽﾅｲﾌﾟ級女子選手権大会
1位～3位のスキッパーに与えられる
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優勝ﾁｰﾑには、優勝杯が授与される。これらは、次年度返還することとする。
その他、主催団体より特別賞を与える場合がある。
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後続大会への参加資格
各選手権の優勝ﾁｰﾑには、『第68回 2015年全日本ｽﾅｲﾌﾟ級ﾖｯﾄ選手権大会※』への参加資格が与えられる。
※全日本選手権 （開催場所：新居浜＠愛媛
大会日程：11/18～11/23）
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責任の否認
競技者は、自分自身の責任で参加する。RRS 4「レースをすることの決定」を参照。
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。
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保険
競技者は、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。
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その他
（ａ）シリーズ期間中の競技者の肖像権は主催団体に帰属する。
（ｂ）シリーズ期間中の映像．写真及びシリーズの成績は､主催団体のHPにアップされる場合がある。
SCIRA代表者
NRO

16

日本スナイプ協会理事長
日本スナイプ協会理事

西村孝司
吉留容子

問合せ先
中部スナイプ協会事務局

内山貴宣

e-mail：chubu.snipe@gmail.com
電話：090-1562-7739

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

以下はレース公示に含まない一般情報である

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

大会役員
大会会長
プロテスト委員長
計測委員長

日本スナイプ協会会長
愛知県ヨット連盟審判委員会
日本スナイプ協会計測委員長

古賀 誠次
二村 種義
百済 信彦

自艇の持込み・チャーター艇
艇の搬入、搬出については事前に海陽ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰへ問合せ、各自で手続きを実施すること。

ハーバー使用料
エントリー料には、大会前後及び期間中の①ﾊﾞｰｽ代・②水道使用料は含まれていない為、各自で清算のこと
①搬入艇の場合は、艇置料（バース代）が必要となります。
一般：950円/日
学生・生徒：470円/日（減免措置）
②出艇／回の際には出艇申告＆が必要となります。（レース当日は申告不要ですが、給水施設使用料が必要です）
給水代 艇：150円/回
コーチボート：300円/回
海陽ヨットハーバー連絡先
TEL:0533-59-8851 FAX：0533-59-8185

レセプション
選手（2名/ﾁｰﾑまで）のﾚｾﾌﾟｼｮﾝ費用は参加料に含まれるが、それ以外の方の参加費用は別途 3000円/人。
参加申込書に追加人数を記入し、申し込みください。

宿泊
主催者は大会期間中の宿舎斡旋は行いません。
※お盆休みの期間となりますので、各自で早めの手配をお願いします。
参考（宿泊問合せ先）
平野屋
三谷
ホテル明山荘
三谷
松風園 ひがきホテル 三谷
三長旅館
三谷
ホテル竹島
竹島
蒲郡ホテル
三谷駅北
王将
蒲郡駅南
中村屋
蒲郡駅南
オレンジペンション
大塚
HOTEL AZ 愛知蒲郡 大塚
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