・２０１４年レーザー全日本選手権大会
・２０１４年レーザーレディース全日本選手権大会
・ ２０１４年レーザー４．７全日本選手権大会
・ 2015 年 Australian Youth Championship 代表選手選考大会

レース公示（NOR）
と き：2014.10.31(金)～11.3(月)
ところ：鳥取県境港市/境港公共マリーナ

１．主催団体

日本レーザークラス協会・鳥取県セーリング連盟の共同主催とする

２．公

認

公益財団法人

３．後

援

鳥取県・境港市・鳥取県教育委員会・境港市教育委員会
・(公財)鳥取県体育協会
協力 境港市漁業協同組合・境海上保安部

日本セーリング連盟（Ｈ２６―３１）

４．開催場所

境港公共マリーナ（鳥取県境港市新屋町 3458）
米子 IC より車 30 分
米子空港（ANA またはスカイマーク）よりタクシー12 分
ＪＲ境線 高松町駅より徒歩 20 分

５．開催期日

2014 年 10 月 31 日(金)～11 月 3 日(月・祝)

６．競技種目

レーザースタンダード
レーザーラジアル（レディース/Australian Youth
Championship 代表選考対象選手）
レーザー4.7

７．適用規則

国際セーリング競技規則(2013-2016)に定義された規則を適用する

８．参加資格

全日程 4 日間

・日本レーザークラス協会の 2014 年度メンバーであること（ス
ポットメンバーは認めない）。
・日本セーリング連盟の 2014 年度メンバーであること。
・所属するフリートキャプテンまたは水域マネージャーの推薦が
あること。

・ラジアル級については、レディースまたは Australian
Youth Championship 代表選手派遣対象（年齢）である 1997
年〜2000 年生まれの男女。
・4.7 級については、参加にあたり年齢制限は設けない。
・レーザー協会、JSAF 会員の会員証を受付時に提示すること
（申請中で会員証を持参できない場合は、会費の入金確認ができる
領収書等を必ず持参すること）
※当日上記書類が揃わない場合、参加できない場合があります。
９．参 加 料

10．参加申込

選手 1 名 16,000 円（レセプション費用、会期中のハーバー使用
料、シャワー料金を含む）
※同伴者等のレセプション参加料は、当日支払いで 1 名 2,000 円
参加申込締切日までにオンラインエントリーサイト（URLは
http://sail.jpn.com）でオンラインエントリーを行い、同日ま
でに下記銀行口座へ振込むことにより参加申込すること。

11．大会事務局

鳥取県セーリング連盟
〒684-0051 鳥取県境港市新屋町 3458
TEL/FAX 0859-45-4538
090-8609-2257（富田）

12．参加料振込先

山陰合同銀行 境港支店 普通口座 ３７８０３５２
名義：全日本レーザー 境港 代表 富田 博司

13．参加申込締切

10 月 24 日（金）
・締切日以降のエントリーはすべてレイトエントリーとし、レイト
エントリーフィーはプラス 3,000 円とする。
（合計 19,000 円）
※レイトエントリー締切日（最終締切日）10 月 30 日（木）
・参加申込の受付は、先着順に行われる。
・フリートキャプテンは推薦書を大会公式サイトからダウンロード
して入手し、参加申込締切日までに日本レーザークラス協会まで郵
送または FAX で提出すること。
・参加料が支払われた後に、「9．参加資格」の不備を除く、何ら
かの理由により参加申込が受理されなかった場合、参加料は返金さ
れる。（返金手数料を差し引いて返金される）

14．帆走指示書

帆走指示書は受付時に配布する

15．計

全選手は、艇の大会計測を受けなければならない。
計測は下記日程で艇置場において行われる。

測

10 月 31 日（金）14：00～17：00
11 月 1 日（土）08：30〜10：00
計測はレース委員会の判断により、この他の日程にも行われること
がある。
16．艇と装備

選手は、大会計測で確認された１つのハル、セール、マスト、ブ
ーム、センターボード、ラダーを使用しなければならない。
艇は、直径 6ｍｍ以上、長さ 5ｍ以上のバウラインを搭載し、そ
の一端は、バウアイに結びつけられていなければならない。

17．日

10 月 31 日(金) 14：00･17：00 大会受付・計測
11 月 1 日(土) 08：30-10：00 大会受付・計測
10：00 開会式・スキッパーズミーティング
12：00 第１レース予告信号 引続きレース
18：00 レセプション
11 月 2 日(日)
9：55 当日最初の予告信号 引続きレース
11 月 3 日(祝)
9：55 当日最初の予告信号 引続きレース
14：00 以降の予告信号は発しない
16：30 表彰式・閉会式

程

18．レース形式

参加艇を２つのフリートに分割し、決勝シリーズに先駆けて予選
シリーズを実施する。ただし、申込受付の完了時に 60 艇以上の
参加がない場合には単一フリートで競技を行うことがある。

19．コ ー ス

帆走するコースはトラペゾイド インナー・アウターコースとする。

20．得点方法

本大会は、８レース(予選シリーズ５レース、決勝シリーズ３レー
ス)を予定し、最小２レースの完了をもって成立する。

21．

レーザー全日本、レディース全日本、レーザー4.7 全日本の総合
第１位～第 5 位の選手にレーザーキューブトロフィーが授与され
る。（※クラスルール付則に従い、レーザーキューブ授与数を決
定）
マスターズ、ユースの各 1 位に賞が与えられる。
その他主催団体より特別賞を与える場合がある。
※表彰対象年齢カテゴリー
マスターズ：大会当日(10 月 31 日)において 45 歳以上
ユース：2014 年 12 月 31 日において 18 歳以下
4.7 級：2014 年 12 月 31 日において 12 歳以上 17 歳以下

賞

22．クオリファイ

・「レーザークラス協会強化委員会公示の２０１５年全クラス世界
選手権大会等選考方針」を参照のこと。
※Australian Youth Championship 代表選手選考は同大会派遣
対象年齢の下記記載年齢とする。
ラジアル級：1997 年〜2000 年生まれの男女
4.7 級
：1998 年〜2003 年生まれの男女

23．チームボート及びサポートボート
全てのチームボート及びサポートボートについて制限するが、レー
ス委員会の判断により緑色旗が本部船に掲揚された場合は、レース
水域に入りレスキュー活動を要請する。
ハーバーへの搬入手続きは各自で行うこと。
24．ドーピング

25．問合せ先

本競技会は、日本ドーピング防止規程に基づくドーピング検査対象
大会である。本競技参加者は、競技会に申し込みした時点で、日本
ドーピング防止規程に従い、ドーピング検査を受けることに同意し
たものとみなす。
鳥取県セーリング連盟（境港公共マリーナ内）
〒684-0051 鳥取県境港市新屋町 3458
携帯：090-8609-2257（富田）
E-mail： tomita_hr@mailk.torikyo.ed.jp

26．責任の所在
本大会の主催者・関係各団体及びレース委員会は、大会前、大会中、
または大会後に受けた人的損傷もしくは生命の喪失、または物的損傷に対するいかなる責
任も負わない。またスタートするかあるいはレースを継続するかを決める責任は各艇にあ
る。

