
第 21回 YMFSセ ー リング・チヤレンジカップ lN浜名湖

レース公示

1.主催/共同主催:公益財団法人 ヤマハ発動機スポーツ振興財団 (YMFS)

NPO法人 静岡県セーリング連盟

2.公  認

(申請中)

3.運営協力

4.協  賛

5。 後  援

(申請中)

(公財)日本セーリング連盟<承認番号 H24-52>

NPO法人静岡県セーリング連盟

予定

文部科学省、公益財団法人日本体育協会、静岡県、静岡県教育委員会、

(公財)静岡県体育協会、浜松市、浜松市教育委員会、(財)浜松市体育協会、

中日新聞東海本社、静岡新聞社・静岡放送、静岡朝日テレビ、

NHK浜松支局、静岡第一テレビ、テレビ静岡、K一MIX、 浜松 FM放送、

(社)日 本ジュニアヨットクラブ連盟、日本シーホッパー協会、日本 F」 協会、

ミニホッパー協会、日本Op協会

静岡県立三ケ日青年の家、浜名湖セーリング関係団体

静岡県立三ケ日青年の家ヨットリーダーズクラブ

静岡県立三ケ日青年の家

〒431-1402 静岡県浜松市北区二ヶ日町都筑 523-1

TEL:053-526-7156   HP i http://wWw.shiZuOka―c.ed.Jp/mikkabi/

2013年 (平成 25年 )3月 22日 (金)～ 25日 (月 )

6。 協  力

7.開催場所

8。 期  日

9.対象者及び対象種目                  ,ヽ
<対象者>レース公示 14.記載の参加資格に準じるジュニア及びユース選手

<対象種目>OP級 、ミニホッパー級、シーホッパ=級 SR、 FJ級
※以下OP級 (OP)、 ミニホッパー級 (‖H)、 シーホッパー級SR(SR)、 F」 級 (FJ)と

記載します。

10。 日 程 :

3月 22日

9

16

3月 23日

7

9

10

10

(金 )

00～ 14

00～ 17

(土 )

30-

30-
00～

25-

30     受付/計測 (MH、 SR、 FJ)

海上練習 (自 主)

00     講習会 (研修室 1)

受付/計測 (MH、 SR、 F」 、及び OP)

開会式/艇長会議 (MH、 SR、 F」、OP)

計測 (OP)

最初のクラスの (Rl)予告信号

(SR、 FJ、 MH)

引き続きレース (R2)
(SR、  FJ、  MH)

OP級の (Rl)予告信号

引き続きレース (R2)
00     勉強会 (研修室 1)

00     懇親会

13 05～

30-18

30-20

６

　

８



3月 24日 (日 )

16

3月 25日

9

13

9: 25～

30～ 18:00     勉強会 (研修室 1)

(月 )

00～

最初のクラスのR3レース予告信号

(SR、  F」、 MH、 OP)

弓1き続きレース (R4～ R5)

最初のクラスのR6レース予告信号

(SR、  F」、 MH、  OP)

引き続きレース (R7)
閉会式 (成績発表)

※日程の変更はそのレースが実施される前日の 18時以前に発表します。

(注)OP級 は、参加状況によつて上級/初級の 2ク ラスに別ける場合があります。 2ク ラスに別ける場合は、

参加者へ後日どちらで参加を確認 します。

<レース日程>

月 日 予告信号

予定時間

スタート順/ク ラス

3月 23日

(■ )

10: 25

10130

10135

シーホッハ一゚級 SR

F」 級

ミニホッハ一゚畜及

第 1レース

第 1レース

第 1レース

引き続き シーホッハ…゚級 SR

F」 級

ミニホッハ一゚名及

第 2レース

第 2レース

第 2レース

13:05

引き続き

OP級

OP級

第 1レース

第 2レース

3月 24日

(日 )

9:25

9 : 30

9:35

9:40

シーホッゞ ―級 SR

FJ級

ミニホッハ一゚畜及

OP級

第3レース

第3レース

第3レース

第3レース

引き続き シーホッハ一゚級 SR

F」 級

ミニホッハ―゚級

OP級

第 4レース

第 4レース

第 4レース

第4レース

13:15 シホッハ
゜

「
級 SR

F」 級

ミニホッ′ゞ―畜及

OP級

第 5レース

第 5レース

第 5レース

第 5レース

3月 25日

(月 )

9:00 シーホッハ一゚級 SR

FJ級

、ニホッハ一゚畜及

OP級

第 6レース

第 6レース

第 6レース

第 6レース

引き続き シーホッハ―゚箭及SR

F」 畜及

ミニホッ′ゞ―畜及

OP綺及

第 7レース

第 7レース

第 7レース

第 7レース



11.レース数及びレースの成立 :

11-1 全てのクラス共に、フレースを予定します。大会が成立する為には、3レース以上で成
立とします。

11-2 各クラスの最終日のスター ト予告信号は、12:01以降の掲揚は行いません。
12.適用規則 :

(1)国際セーリング競技規則 2013-2017(RRS)で定義されている規則
(2)レース公示と帆走指示書が矛盾する場合は、帆走指示書を優先します。

13.競技方法 :各競技種目のフリー トレースとします。
14.参加資格 :

(1)1995年 (平成 7年)4月以降に生まれた者

(2)日本セーリング連盟 2012年度会員登録済みの者

(3)各ジュニアョットクラプの推薦を受けた者

(4)都道府県セーリング連盟等の推薦を受けた者

(5)当該クラス協会および主催者が参加を認めた者
15.参加申込方法 :

15-1 公益財団法人ヤマハ発動機スポーツ振興財団ホームページから参加申込書をダウンロー
ドし、下記宛に郵送、FAXまたはEメ ールにて申し込みください。

15-2 FAXまたはEメ ールにて申し込みした者は、必ず申し込み先に送信されたかの確認を
してください。送信に関する不受理等の支障は、参加者の責任とします。

15-3 宿泊申込書、参加料計算書、輸送補助申請書は、ホームページからダウンロー ドできま
す。ホームページから書類がダウンロー ドできない選手は、下記に連絡し必要な書類を
入手してください。

壁皿上―ムページ ニ_師 1//躙_耐s_Jp/

<参加申込先>
〒438-8501 静岡県磐田市新員 2500

公益財団法人 ヤマハ発動機スポーッ振興財団  事務局宛
Tel. 0538-32-9827  Fax.  0538-32-1112

E―lllail hakomoriソ

"amaha―

fnotor.oo.jp

<参加料>
(1)シングルハンド艇    6,000円 (1艇 )

(2)ダブルハンド艇     8,000円 (1艇 )

<参加料送金先>
みずほコーボレー ト銀行 浜松営業部

公益財団法人ヤマハ発動機スポーツ振興財団 競技会日

普通口座 35∞345

込締切旧‐ 0●葺H平成2騨騎■■陀8■t櫓桃善
*送金の際は、団体、個人名を明記のこと

<競Ⅳ レース公示に関する問い合わせ先>
参加申込先と同じ

16.計  測 :

参加艇は計測証明書を持参のこと。艇体及びセール等についてクラスルールに適合する。
状態に保つことはスキッパーの責任であり、第 1レース前に全艇の計測を実施する。

17.帆走指示書の交付 :

帆走指示書は、大会前にホームページに公示すると共に、3月 22日 、23日の受付時に
大会本部で交付します。

18,レースエリア :レースエリアは、「静岡県立三ケ日青年の家」沖に設置します。



19.レースコース :

19-l IIR走すべきコースは、 トライアングルコースもしくはその他のコースを予定しますが、

詳細は帆走指示書に示します。

20.得点方式 :

20…l RRS付則Aの低得点方法を適用します。

20-2 全てのクラスにおいて 5レース以上が成立の場合は、最も悪いレースの得点を除外した

合計で順位を決定します。これは付則A2を変更しています。

21.救命具 :

21-1 参加者は離岸から着岸までの間は、浮力を有する適切な救命具を着用しなければなりま     ,
せん。

22.責任の否認 :

22-1 競技者は、自己の責任において大会に参加するものとする。

22-2 主催団体、レース委員会、またはこの大会に関わる運営役員、ボランティアは、

競技者の大会前、大会中、大会後の事故及びその他の物質的な損害についての責任を

否認します。

23.賞 :               ｀

23-1 下記の賞を授与するが、参加隻数によつて賞を変更する場合があります。

シーホッパー級SR(総合)    1位 ～3位

(女子)    1位 ～3位

ミニホッパー級  (総合)    1位 ～3位

(小学生の部) 1位～3位

FJ級      (総 合)    1位 ～3位

(女子)    1位 ～3位

OP級      (総 合)    1位 ～6位

(女子)    1位 ～3位

クラブ対抗特別賞  (総合)    1位 ～3位

23-2 クラブ対抗の上位チームには、特別賞を授与する。

同じクラブの各クラスの上位の成績を合計し、最も得点の少ないクラブに特別賞を

授与します。全てのクラスに参加しないクラブに対しては、参加しないクラスの

参加隻数の 1/2の得点を与え総合得点を算出します。

24.2013年度ユースナショナルチ¬ム候補の推薦、全日本大会出場枠の付加

24-1 シーホッパー級SRの男女上位者 1名 を「2013年度ユースナショナルチーム候補選手」

とし (公財)日本セーリング連盟ジュニア・ユース育成強化委員会へ推薦します。

24-2 oP級上位 2名 は、2013年 OP級全日本大会の出場資格を与えます。

25.支援艇 :

25…1 支援艇を持参するクラブは、大会が始まる前に大会本部で受付をしてください。

25-2 支援艇は予告信号後、レースエリアに入ることを禁止します。

但し、緊急事態等で救助の要請を受けた場合は、海上運営本部の指示に従つてください。

25-3 支援艇は出艇・帰着の際に大会本部へ申告を行なつてください。

25-4 支援艇は大会期間中、運営委員会の指示に従つて決められた場所に保管してください。

26.大会の撮影映像使用について :

本大会で撮影された映像及び写真は、当財団のホームページまたはパンフレット等に

使用することがあります。



その他の連絡事項

1.チャニター艇 :

(1)OP級を除きシーホッパー級SR、 ミニホッパー級、FJ級 (若干数)を用意します。

(2)チヤーター艇希望の選手 (ク ラブ)は、参加申込書記載の上、事務局に問い合わせを

行い、チヤーターの有無を確認してください。

(3)チャーター艇は遠隔地を優先としますので、出来る限り自艇で参加してください。

(4)セール、艤装品関係 (テークルプロック、シー ト類)は各選手で用意してください。      、

(5)チヤーター料 (大会期間中)

・シーホッパー級 7,000円   ・ミニホッパー級 5,000円

・ FJ級    8,000円
2.東日本大震災の被災地から参加する選手の補助について

(1)競技艇の トラック輸送往復料金の 1/3を補助します。

(運送会社依頼の金額が明記された領収書等を添付)

(2)自家用車または個人 トラック (個人/ク ラブ/学校の運搬)で輸送の場合は、出発地か

ら会場までの往復走行距離 X lkm/15円 の補助を行ないます。

(注)高速料金は、参加者の負担となります。

(3)交通公共機関を使用する参加選手に対し、自宅最寄り駅から会場までの往復料金の

1/3を補助します。(使用したことを証明できる領収書等を添付)

(4)参加料/チヤーター料を免除します。

(5)競技艇運搬補助申請を希望する参加者/ク ラブは、指定の申請用紙に必要事項を記載し

てください。

《確認事項 》

※東日本大量災被災地は_青森県_岩手県_宮城県二橿皇墨工量動立登墜整二立三ニニ

個人とさせていただきます。_

※参加要望多数の場合は

「

各県遠事務局t最終

3.艇の搬出入 :

(1)艇の保管期間は、3月 22日 (金 )～ 30日 (土)までとします。

(2)参加選手は、搬入、搬出日を厳守してください。但し上記期間以外で搬出入を希望す

る参加者は、事前に大会事務局に確認の上、指示を受けてください。

※施設利用時間 9:00～ 17:00

4.勉強会 :

(1)その日のレースを振り返り、レベルアツプを図る目的で選手、関係者全員の参加を

お願いします。講師には、オリンピアン、国内コーチを招聘予定です。

(2)海外選手及びコーチの参加がある場合は、勉強会にも参加し情報交換、交流を予定し

ています。

5.宿泊案内 :

(1)宿泊場所は、「三ケ日青年の家」を用意します。



(2)「三ケ日青年の家」宿泊希望者は、大会事務局‐ホームページの「宿泊申込書」に記入し

申し込みしてください.。 施設ヽの宿泊1申込は、大会事務局が一括で行ないますので

施設への問い合わせ等はご遠慮ください。

その他 :

(1)参加選手は、健康保険証コピーを持参してください。

(2)参加選手は,保護者或いは指導者の引率を原則とします。また.参加水域で活動する

学校、クラブで複数名が参加する場合は、代表者 1名の引率をお願いします。

以 上

「第21回 YMFSセーリング・チヤレ″ 力・/7興 浜名湖』は、び 研 異くじ助威金を受けて実施します。



″ 〔F螂 538-θ′―ゴノゴ」〃

大 会 参 加 ア ン ケ ー ト

■本大会の参加予定について(○印をつけて下さい)

(1)参加希望します。

(2)参加しません。
差し支えなければ、その理由を下記にご記入下さい。 ↓

(                                                                                                       )

(                 '                                                                                     )

■参加希望に○印をつけられたクラブの方ヘ

(1)参加選手 シーホッパー級SR(  )人
ミニホッパー級   (  )人
FJ級      (  )人
OP級       (   )人

(2)OP級は上級/初級と別けることを希望します。 (はい /い いえ /どちらでもよい )

(3)指導者          (  )人 うち運営をお手伝い出来る方 (  )人
(4)保護者          (  )人 うち運営をお手伝い出来る方 (  )人

■艇について

(シーホッパー級SR〉

(1)チャーター艇を希望します。          ( )人
(2)自 艇参加します。              ( )人

※セイル、シート/テークル類は、持参してください。

(ミニホッパー級〉

(1)チャーター艇を希望します。           ( )人
(2)自 艇参加します。              ( )人

※セイル、シート/テークル類は、持参してください。

(FJ級〉

(1)チャーター艇を希望します。          ( )人
(2)自 艇参加します。              ( )人

※セイル、シート/テークル類は、持参してください。

(注)大会事務局では、東北支援、遠隔地の参加クラブにチャーター艇を準備しますが

数に限りがございますので、出来る限り自艇参加をお願いします。
■今大会についてのご意見・ご希望があればお問かせ下さい。

クラブ名

連絡担当者名

住所 〒

TEL    一    一

FAX   ―    一

Eメールアドレス//

平成25年 1月 15日 (火)までにFAXにてご返信ください。

ご協力有難うございました。


