
 

 

 

 

 

期  日  平成２４年９月９日（日）   

   場  所  海陽ヨットハーバー 〒443-0014 蒲郡市海陽町１−７  

   共同主催  愛知県ヨット連盟、海陽海洋クラブ  

後  援  蒲郡市、蒲郡市教育委員会、蒲郡ヨット連盟、 

公益財団法人愛知県都市整備協会、 日本ＯＰ協会、 

 

レ ー ス 公 示  2012.08.08 

1.    規  則                                                                 

1.1    A 海面出場クラスは「セーリング競技規則 2009-2012」に定義された規則を適用します。 

1.1.1 RRS61.1(a)に、『抗議しようとする艇は、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を伝えなければならない。』を追加します。 

1.2    B 海面出場クラスは「入門競技規則」を適用します。 

 

2.     クラス分け・資格及び参加                                                                   

2.1 ＯＰはＡ海面の①ゴールド、②シルバー、Ｂ海面の③ブロンズのフリートに分かれます。 

2.2 ＯＰ以外は、高校生、中学生を対象とした④レーザーラジアル、シーホッパーＳＲ（シングルハンド） 

⑤ＦＪ（スループ）とします。 

2.2.1 ＯＰ以外のエントリー総数を先着３０艇とします。（スタート・ラインの長さを OP 優先とするため。） 

2.2 ＯＰの②シルバーは、全日本未出場者と、全日本成績が下位（100 位以下とする）の選手を対象と 

しています。 ただし、エントリー状況によりこの目安を変更する場合があります。 

（これは A クラスにあがったばかりの人たちのやる気を喚起するためのクラス分けの試みです。） 

2.3    ＯＰの①ゴールド、②シルバーは 2012 年度の ＪＳＡＦ会員 および 日本ＯＰ協会会員 であること。   

2.4   大会ウェブサイト（https://sites.google.com/site/kaiyoh2club/Home）から入手した申込書類に必要事項を 

記入し、メールで、下記に２０１２年９月２日（日）までに申し込むことにより参加ができます。  

レガッタ事務局 ／倉橋和裕 気付  ｅ-ｍａｉｌ  carkun@mb.infoweb.ne.jp    

 

3.     参加料                                                               

3.1 ＯＰ    3,000 円 （ただし、当日持込艇の艇置き料、給水施設利用料を含みます。） 

3.2 ＯＰ以外  選手１名に付き 1,000 円 （ただし、艇置き料、給水施設利用料を含みません。） 

3.3    参加料は当日の大会受付時にお支払いください。 

 

4.     大会のスケジュール                                                    

 

 

９月９日（日） 

受 付 ８：００～９：００ 

選手 ・コーチ ミーティング ９：００～９：１５ 

第１レースの予告信号 

 

９：５５    ＯＰ以外の艇   （Ａ海面） 

10：００    ＯＰ ①ｺﾞｰﾙﾄﾞ②ｼﾙﾊﾞｰ （Ａ海面） 

９：５５     ＯＰ ③ブロンズ （Ｂ海面） 

表彰式  １７：００ ※ 

  ※表彰式を遅滞なく進めるために、変更の場合にはレース終了後、公式掲示板に掲示します。  

 

兼 第４５回 日本オプティミストセーリング選手権 大会枠予選 

2012 がまごおり海と風レース 
 

蒲郡の郷土色豊かな“ちゃらぽこ太鼓”が鳴り出すと  

各地から馳せ参じたＯＰ艇が、幅広のスロープから一斉に三河の海に出艇しま

す。 

  

    

ボクの海に 

おいでん 

https://sites.google.com/site/kaiyoh2club/Home


5.     帆走指示書                                                    

事前に大会ウェブサイトから入手できます。 

 

 

6.     レースエリア                           

 レースエリアは右図の通りです。 

 

 

 

7.     コース                                                              

7.1 ＯＰの①ゴールドと②シルバー及びＯＰ以外はＡ海面を帆走し、左下図の通りです。 

7.2 ＯＰの③ブロンズはＢ海面を帆走し、右下図の通りです。 

 

 

 

 

 

                Ａ海面 

 

 

                                              Ｂ海面 

 

        

8.     ペナルティ方式                                                          

8.1 ＯＰの①ゴールドと②シルバー及びＯＰ以外、付則Ｐ（オンザウォータージャッジ）を適用します。 

8.2 ＯＰの③ブロンズは「入門競技規則」を適用します。 

 

9.     得  点                                                                

9.1  全５レースを予定しますが、シリーズの成立には、１レースを完了する事が必要です。   

9.2 ４レース以上が完了した得点集計は、最悪の得点を除外したシリーズ得点の合計とします。 

9.3 レーザーラジアル、シーホッパーＳＲは同一艇種として扱い、ハンディキャップはなしとします。 

 

10.    賞                                                                   

10.1   ＯＰ  ①ゴールド   ＝ 優勝 ～ ５位 ＝ 賞状 及び 副賞 

②シルバー  ＝ 優勝 ～ ５位 ＝ 賞状 及び 副賞 

③ブロンズ  ＝ 優勝 ～ ５位 ＝ 賞状 及び 副賞 

 順位未定  ＝ サプライズ賞 （実行委員会により決定） 

10.2  ④レーザーラジアル、シーホッパーＳＲ および ⑤FJ ＝  上位に賞状 及び 副賞  

10.3 ただし、①～⑤までの全クラスについて、参加艇数が少ない場合は変更される場合があります。 

10.4 全日本への推薦 ＝ Ａ海面レースのＯＰ上位を、２０１３年に開催予定される、第４５回全日本オプ 

ティミスト級セーリング選手権の大会枠を取得できるよう日本ＯＰ協会に申請します。 

 

11.    主催者責任の否認                                                          

11.1   このレガッタの競技者は自分自身の責任でレースに参加します。 規則４の［レースすることの決定］を 

 参照してください。 

11.2 主催団体は、レガッタの前後、期間中に生じた物理的損害または身体傷害もしくは死亡による 

いかなる責任も負いません。 
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12.    チーム支援艇 及び レスキュー艇                                                          

12.1   チーム支援艇は主催者から管理された艇のみが許可されます。 

12.2 レース中は、コースエリアから余裕を持って離れ、 また、レース中以外でも、陸上・海上を問わず、 

レース委員会のコントロールに従ってください。 

12.3 非常の場合や悪天候に対して警戒が必要で、かつレース委員会から指示があった場合には、 

レスキュー艇としての活動にご協力ください。 

12.4 チーム支援艇及びレスキュー艇の代表者は、招集があれば救助体制ミーティングに出席して下さい。 

 

 

その他の案内 

 

■ 問合せ先     ①参加申し込み先の レガッタ事務局、倉橋和裕 携帯 090-5610-5450 

または②荒川渡 携帯 090-8472-6967 メール ａｒａｋａｗａ＠ｓｐｉｃｅ.ｏｒ.ｊｐ 宛  

 

■ ＯＰ-A海面    参加艇の選手育成の主旨で、①ゴールドと②シルバー事前に選択していただきます。  

①ゴールドと②シルバーはスタートからフィニッシュまで同時にセーリングし、総合で順位 

をつけ、別々に表彰を行います。従って、ゴールドの上位５位以内にシルバーの選手が 

記録される可能性もあります。  

  

■ ＯＰ-Ｂ海面  ＯＰ③ブロンズにエントリーするガイドラインとして、この大会では以下を奨励します。   

（１）１２歳以下。 

   （２）セーリング経験が２シーズン以下。 

※ このガイドラインは、１５歳以下ならばどのレース出場も可能とのクラスルールを 

否定するものではありません。 

 

■ 強風時の安全  公正で、楽しく、安全なレース運営を心掛けたいと思っています。 どこまでが楽しくて、 

どこからが危険なのかは個々の選手の技術差により別れる所なので、指導者の方は 

雰囲気に呑まれることのない冷静な判断により、不適切な選手には強風辞退の 

ご指導をよろしくお願いします。 

 

■ Ｂ海面      Ｂ海面は堤防からの観戦を意識した、陸に近い海面を予定しています。 ただし、南風が 

          強い場合には堤防からの反射波でコンディションが悪くなる可能性があります。 

 

■ 昼  食     各自で準備して下さい。 昼食が、海上となるか、陸上となるかは出艇時、或いは海上にて 

指示します。 ただし、ＯＰ③ブロンズは、陸上にて昼食とします。 

 

■ 宿  泊     参考までに、以下をお知らせします。 申し込み、支払いは各自の責任にてお願いします。 

亀の井イン TEL  0533-58-2000    蒲郡市 大塚町  

         海岸荘    TEL 0533-68-3388     蒲郡駅前南  

      三長     TEL 0533-68-3145     蒲郡市 三谷町 

       ホテル蒲郡 TEL 0533-68-1300     三河三谷駅北 

       王将     TEL 0533-69-6527     蒲郡駅前南 

 

■ 支援艇      持ち込みは各自でハーバー管理事務所に申し込み／支払いをしてください。 

 

Good wind !! 


