第６４回全日本スナイプ級ヨット選手権大会
レース公示（案）
Terry Whittemore 杯・古屋徳兵衛杯
2011 年 11 月 9 日~13 日
1. 主催

日本スナイプ協会
大会運営：関東スナイプ協会

2. 公認

日本セーリング連盟 申請中

3. 後援

神奈川県セーリング連盟 申請中
江ノ島ヨットクラブ 申請中

4. 協賛

ノアスポーツ / （株）ノースセール・ジャパン / （有）ファクトリーゼロ（予定）

5. 会場

湘南港 江ノ島ヨットハーバー
藤沢市江ノ島 電話 0466-22-2128
小田急線片瀬江ノ島駅下車、徒歩 15 分

6. 期日

平成 23 年 11 月 9 日（水）～13 日（日）

7. 競技種目

国際スナイプ級

8. 規則

・本大会はセーリング競技規則 2009-2012（ＲＲＳ）に定義された規則、SCIRA 規則
2009-2012（ＳＣＩＲＡ公式ウエブサイトに示された修正事項を含む。
）を適用する。
・ＲＲＳ４２の違反艇に対し、ＲＲＳ付則Ｐを適用する。
・ＲＲＳ３０．３は、本大会において使用されない。

9. 広告

主催団体によるその他の広告掲示の要求はない。

10. 参加資格

(1) スキッパー・クルー共に日本国籍を有する 2011 年度の SCIRA 会員であること。
(2) 2011 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) 昨年度の全日本でシード権を獲得したもの。各水域協会より選抜又は推薦された
者で、フリートキャプテンの著名入り参加資格証明書を提出しなければならない。
また枠獲得該当レースのスキッパーは変更できない。

11. 参加申込

所定の用紙に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、各水域の代表者が取りまとめ
て送付する。また参加料は各水域の代表者が取りまとめて下記宛に振り込むこと。

申込書送付先

〒240-0112

神奈川県三浦郡葉山町堀内 1173-1-207

内田伸一
tel/fax 046-876-3091 email bonten@peach.plala.or.jp
送付期限

10 月 7 日（金）までに必着

参加料

¥38,000/1 チーム（レセプション代・リコール No 代含む）

振込み先

三井住友銀行 逗子支店 普通 ６７４７７３１

口座名義 ウチダシンイチ
振込期限
12. 日程

10 月 7 日（金）までに振込むこと
11 月 9 日（水） 09:00
16:00

開会式（同上）

16:30

艇長会議（同上）

17:00

レセプション兼メンバーズミーティング（同上）

11 月 10 日（木） 09:55

第 1 レースのスタート予告信号 引続きレース

11 月 11 日（金） 09:55

その日の最初のレース予告信号 引続きレース

11 月 12 日（土） 09:55

その日の最初のレース予告信号 引続きレース

11 月 13 日（日） 09:55

その日の最初のレース予告信号

16:00
13. 計測

受付・計測（江ノ島クラブハウス 2F）

(1)

閉会式を行なう（江ノ島クラブハウス 2F）

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。

(2) すべての艇は、2011 年度クラス・デコールを正しく表示していること。
(3) 使用するセールは 2011 年度登録された艇番号のセールで 2011 年度の計測に合格
したものであること。
(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。
14. 帆走

大会の帆走指示書は 11 月 9 日の大会受付時に配布する。

指示書
15. コース
16. レース

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。
レースエリアは、江ノ島沖 A 海面に設置する。

エリア
17. 黒色旗

RRS30.3 は、この大会で適用されることはない。

18. 得点

(1) RRS 付則 A の低得点方式を適用する。
(2) 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 レースをもって成立とする。

(3) 1 日に実施するレース数は最大 3 レースとする。
(4) 最終日のスタートは 12:00 以降行わない。
(5) 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。
19. 支援艇

支援艇は受付時に大会本部で登録しなければならない。

20. 保険

参加艇は有効な傷害保険に加入していなければならない。

21. 責任の

競技者は、大会において自らの責任は全て負う。RRS4「レースをすることの決定

放棄

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。

22. 賞

上位 6 チームを表彰する。
優勝チームには、優勝杯（Terry Whittemore 杯、古屋徳兵衛杯）
・読売新聞社杯が授
与される。この優勝杯は、優勝者の責任で次年度に返還されなければならない。

23. 後続の大会への参加資格
(1) 上位 5 位までのスキッパーには 2012 年に開催される西半球選手権大会への
参加資格を与える。
(2) また上位 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。
24. その他

(1) 受付時に計測証明書、SCIRA 会員証、JSAF 会員証を提示すること。
(2) 未成年の参加者は、参加申込書に保護者の同意書を添付すること。
(3) 施設への搬入、搬出の手続きは各自で行い、施設使用料は各自負担で清算のこと。

25. SCIRA 代表者
日本スナイプ協会 理事長 桑野安史
yasushi.kuwano@mail.toyota-shokki.co.jp
26. 大会連絡先

内田伸一
〒240-0112

神奈川県三浦郡葉山町堀内 1173-1-207

Tel/fax 046-876-3091

email:bonten@peach.plala.or.jp

