第３1 回 レーザー全日本マスターズ選手権大会
レース公示

１ 主催団体
１，１ 主催

日本レーザークラス協会及び愛媛県セーリング連盟共同主催

１，２ 公認

（公財）日本セーリング連盟（承認番号Ｈ26-14)

１，３ 後援

レーザー松山フリート、愛媛新聞社、南海放送、テレビ愛媛
あいテレビ、愛媛朝日テレビ

1，４ 協力

マリンパーク新居浜
松山セーリングクラブ、Ｂ＆Ｇ新居浜

２ 開催場所
マリンパーク新居浜
愛媛県新居浜市垣生 3 丁目乙 324 番
ＴＥＬ 0897-46-5636

ＦＡＸ 0897-46-4199

http://www.niihama-marina.com/

３ 開催期日
２０１4 年 9 月 6 日（土）～９月 7 日（日）

４ 競技種目
レーザースタンダードクラス、 レーザーラジアルクラス、レーザー４、７クラス

５ 適用規則
５，１
５，２

セーリング競技規則（２０１３－２０１６）に定義された規則を適用する。
RRS 付則 P が適用される。

６ 参加資格および申込み
６，１

日本レーザークラス協会の２０１4 年度メンバーであること。
(受付時にメンバーカード提示）

６，２

日本セーリング連盟の２０１4 年度会員であること。
（受付時に会員カード提示）

６，３

２０１4 年 9 月 6 日に満３５歳以上であること。
（但し、女性は年齢制限を除き、ラジアルクラス又は４、７クラスのみ参加可能）

６，４

参加申込み
オンラインエントリーにて受け付ける。
ウエブサイト http://sail.jpn.com
（リグ／セイル NO／氏名／年齢／所属フリート／協会 NO／メッセージ／宿泊を記入）
エントリーリストはＷＥＢに記載します。

６，５

参加申し込み締め切り
参加申込み締切りは、８月 22（金）２４時である。参加申込みが遅れた場合は、レイト
エントリーとして８月２８日２４時まで受け付ける。

７ 参加料
７，１

12，０００円（リコールナンバー代、マリーナ使用料、レセプション費用含む）

７，２

レイトエントリーフィーは、プラス３，０００円とする。

７，３

レセプションのみの参加料は、大人 ３，０００円 小学生以下 無料
振り込み先 愛媛銀行雄郡（ユウグン）支店 普通口座 1581209
松井清三（マツイ セイゾウ）
参加料の振込み締切日は 8 月 22 日（金）、またレイトエントリーの参加料の振込み締切日は
８月２８日（木）です。振り込み確認後、エントリー完了とします。なお、エントリー完了後にお
ける申込者の都合に伴う参加料の返却はありません。

８ 日程
9 月 6 日（土）

８：３０
１０：３０

受付開始（マリンパーク新居浜内）
開会式 大会本部前
スキッパーズミーティング

１１：５５

第１レース予告信号、ひき続きレースを行う
（最大３レースを予定）

１７：３０

マスターズミーティング：マリンパーク新居浜内

１８：００

レセプション：マリンパーク新居浜内
フリート紹介
野球拳（予定）

20：００頃

9 月 7 日（日）

９：５５

終了

当日最初のレース予告信号、ひき続きレースを行う
（最大３レースを予定）

14：３０以降スタートは行わない
16：００

表彰式、閉会式

マリンパーク新居浜

９ 計測
全選手は下記日程内に艇の大会計測を受けなければならない。
計測は艇置場において次の通に行なわれる。

9 月 6 日（土） ８：３０～10：30
艇及び装備の計測はレース委員会の判断により、大会中、随時行うことがある。

１０ 帆走指示書
帆走指示書は、スキッパーズミーティングまでに公式掲示板に掲示される。
（事前にＷＥＢに掲載予定）

１１ レースコース
トライアングルコース 又は ソーセージコース
帆走コースは帆走指示書に記載

１２ 得点
本大会は二日間で 6 レースを予定し、１レースをもって成立する。

１３ 艇と装備
全選手は大会期間中、１つのハル、セール、マスト、ブーム、 センターボードを使用
しなくてはならない。艇はマスト抜け用ショックコード並びに、直径 6 ㎜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。

１４ 安全
選手は有効な浮力を有する救命具を着用しなければならない。
ウエットスーツ、ドライスーツは適当な個人用浮力体と見なさない。

１５ 支援艇
サポートボートはレスキューボートとみなされ、以下の条件を満たす場合のみ使用を
許可する。（必ず事前申請を必要とする）
１５，１ 参加申し込み時にレース委員会に使用を申請し、レース委員会の指示に従う
場合にのみ許可を受けることができる。
１５，２ 常時はサポートボートとして航行範囲の制限を守り、レース委員会からレスキュー
ボートとしての要請があれば、いつでもこれに応じること。
この要請があった場合のみ制限範囲内への進入をみとめる。
１５，３ サポートボートは、船検証に示されている航行可能エリアをクリアしていることと、
ヨットモーターボート保険（対人対物賠償責任保険及び搭乗者傷害保険）に加入
済みであること。
１５，４ 運航についてレース委員会の指示に従わなければならない。
１５，５ 海上におけるレース委員会からサポートボートへの支援要請は、運営艇に「Ｆ」旗
を掲揚して通告する。

１６ 賞
スタンダードクラス 各カテゴリー１位にキューブ授与
アプレンティス（１～３位）

３５～４４歳

マスターズ（１～３位）

４５～５４歳

グランドマスタ-ズ（１～３位）

５５～６４歳

グレイトグランドマスターズ（1～3 位）

65 歳以上

ラジアルクラス

各カテゴリー１位にキューブ授与

アプレンティス（１～３位）

３５～４４歳

マスターズ（１～３位）

４５～５４歳

グランドマスタ-ズ（１～３位）

５５～６４歳

グレイトグランドマスタ-ズ（１～３位）
レディース（１～３位）

６５歳以上
年齢 オープン

４、７クラス
（１～３位）

３５歳以上オープン

※参加艇が５艇以下のカテゴリーはキューブの授与はありません

１７ 責任の否認
このレガッタの競技者は自分自身の責任で参加する。規則４「レースすることの決定」参照
本大会の主催団体は、レースの前後、期間中に生じた物的損害または身体障碍もしくは
死亡によ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どう
かを決める責任は各艇にある。

１８ 問い合わせ先
問い合わせ先（兼大会事務局）
〒791－8001
愛媛県松山市平田町 851－5
片岡 裕行

携帯０９０－1325‐0365
携帯メール

h.h.kataoka@ezweb.ne.jp

メールアドレス

h.kataoka@fujikogyo.com

※以下はレース公示に含まれない事項である。
その他の情報提供
Ａ） 艇の搬入
9 月 6 日（土） 8：30～とする。
前日の艇の持ち込みは 1 艇１日 310 円、搬入時、 マリンパーク新居浜に支払うこと。
Ｂ） チャーター艇
チャーター料

ハル・ スパー（マスト．ブームのみ）8,000 円

艇数に限り（予定：8 艇）がある ため、遠方優先とし、抽選を行う場合がある。
チャーター料は当日支払いとする。
問合せ先

松井清三

ＴＥＬ（ＦＡＸ兼用） 089-932-5825

携帯 080-2974-6398

メールアドレス laser.matsuyama@gmail.com

Ｃ） 宿泊
宿泊は各自手配のこと。

駐車場で車中泊可。

宿泊案内
マリンパーク新居浜

ＴＥＬ0897-46-5636、ＦＡＸ0897-46-4199

宿泊施設あります。オンラインエントリーで先着 28 名まで
マリンパーク新居浜内の宿泊棟（有料）の受け付けを致します。
宿泊室は、男性は大部屋畳敷きで宿泊、女性は小部屋４名の２段ベッド洋室で宿泊になります。
男性は 2780 円／泊、女性は 3470 円／泊

宿泊者は朝食付きです。

マリンパーク内でのキャンプも可能ですが、テントベース使用の場合は、直接マリンパーク新居浜
に申込みを行って下さい。（シャワー施設もありますのでご利用下さい。）
また新居浜市観光協会のＷＥＢにて各種ビジネスホテル等の紹介もしてありますので

新居浜市観光協会 http://www.niihama.info
宿泊紹介がありますので直接お問い合わせください。

