第 37 回

レーザー全日本マスターズ選手権大会
鳥取県境港市 境港公共マリーナ
２０２１年１１月６日 ― １１月７日

主
協
協
後

催：一般社団法人 日本レーザークラス協会、レーザー境港フリート
力：鳥取県セーリング連盟
賛：パフォーマンスセイルクラフトジャパン、ルースターセーリングジャパン
援：公益財団法人とっとりコンベンションビューロー

NOTICE OF RACE
1. 適用規則
1.1. 本レガッタは、2021-2024 セーリング競技規則(以下 RRS)に定義された規則を適用する。
1.2. [DP]は、プロテスト委員会の裁量でペナルティーが決定する規則を意味する。
[NP]の表記は、艇は他艇の規則違反に対し抗議できないことを意味する。これは RRS60.1(a)を変
更している。
1.3. レーザー・クラス・ルール 7(a)は適用されない。次のように変更する。
「レース中は登録された 1 名のみ乗艇できる。」
2. 広告
2.1. 競技者広告は、クラスルールに定められたとおりとする。
3. 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
4. 参加資格等
4.1. 日本レーザークラス協会の 2021 年度メンバーであること。
4.2. （公財）日本セーリング連盟の 2021 年度メンバーであること
4.3. 受付時に 4.1、4.2 の会員証を提示すること。
当日、当会員証を提示できず 4.1、4.2 が確認できない場合、参加できない場合がある。
4.4. 男性は 2021 年 11 月 6 日（土）時点で満 35 歳以上であること。参加者は下に示す年齢別カテゴ
リーに分かれ、カテゴリーごとに順位を決める。カテゴリーを表す色分けしたバンドをマストのグ
ースネック下に取り付け、どのカテゴリーの選手か判別できるようにする。
満 35 才以上 45 才未満 Apprentice (AP) BLACK
満 45 才以上 55 才未満 Masters (MA) RED
満 55 才以上 65 歳未満 Grand Masters (GM) YELLOW
満 65 才以上 Great Grand Masters(GGM) BLUE
4.5. 女性には年齢の要件はない。 レーザーラジアルクラスまたはレーザー4.7 クラスに参加する場合に
は、年齢別カテゴリーはないが、レーザースタンダードクラスに参加する場合には年齢別カテゴリ
ー に分かれ、男女総合順位となる。
5. 参加申込
5.1. 参加申込みは大会ホームページ http://sail.jpn.com にてオンラインエントリーを行う。参加料の
入金が確認できたことにより、申し込みを完了する。
5.2. 下記口座に参加料を振り込むこと。期間は 10 月 18 日（月）～10 月 29 日（金）とする。
振込先：山陰合同銀行 米子支店 普通 4522252
レーザーマスターズ境港 会計 柏木 規孝
5.3. 参加申込締切日：10 月 2９日（金）とする。レイトエントリーは行わず、締め切り日以降は受け付
けない。 ※オンラインエントリーと振り込みの期限が同日なので厳守のこと。

5.4. 参加申込締切日（10 月 29 日）後の不参加申出期間については 11 月 3 日までとし、返金手数料
（一律 1,000 円）を差し引いた金額を返却する。11 月 4 日後は参加料の返却はせず得点記録
DNC として記録する。
5.5. コロナ感染防止対策として、大会当日までに体調不良などの理由による不参加申し出に関して参加
料は返金手数料（一律 1,000 円）を差し引いた金額を返却する。以下の事項に該当する場合は、自
主的に参加を見合わせること。
ア）体調がよくない場合（発熱、咳、咽頭通などの症状がある場合）
イ）同居家族や身近な知人にコロナウィルスの感染が疑われる方がいる場合。
ウ）大会当日 14 日前以内に政府から入国制限、入国後の観察機関を必要とされている国、地域等
への渡航または当該在住者との濃厚接触がある場合。
上記を遵守できない参加者には他の参加者の安全を確保する等の観点から本大会の参加を取り消され
たり途中退場を求める場合がある。
＊エントリー取り消しの申し出は下記問い合わせ先（NOR2０）まで速やかに連絡のこと。
6. 参加料
6.1. エントリーフィー 選手 1 名 につき 15,000 円
6.2. 参加料にはハーバー使用料、駐車場代、シャワー代を含む。
＊新型コロナウィルス感染拡大防止のためレセプションは行わない。
7. 日程
7.1. 大会日程
Date
Day0

Day1

1１月５日
（金）
1１月６日
（土）

Event

Time

大会受付・計測（計測フォーム提出方式）

13:00-16:30

大会受付・計測（計測フォーム提出方式）

08:00-9:30

開会式、ブリーフィング

10:00

第１レース予告信号

12:25

引き続きレースを行う。
ブリーフィング
Day2

1１月７日
（日）

その日最初のレース予告信号

08:30
09:55

引き続きレースを行う。

15：30
ただし、天候その他の事情により日程はレース委員会の裁量で変更することがある。
最終日には、14 時 00 分より後に予告信号を発しない。
各日とも海上で昼食をとることがある。
表彰式・閉会式

7.2. レース数
クラス別に 5 レースの実施を予定する。
8. 計測
8.1. 各艇は、計測フォームを提出しなければならない。
8.2. 艇は、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付けられて
いなければならない。
8.3. 艇はマスト抜け落ち防止策を講じなければならない。
8.4. 大会期間中、レース委員会は随時、艇または装備の検査をすることがある。
9. [DP] [NP] 安全
9.1. マストトップに浮力体を取りつけても良い。形状は球形に限り、1 箇所のロープで取り付け
なければならない。コンディションにより、付けたり外したりしても良い。

10. SAILING INSTRUCTIONS
SAILING INSTRUCTIONS は 10 月 30 日までに大会サイト http://sail.jpn.com より入手できる。
11. 開催地
11.1. 鳥取県境港市「境港公共マリーナ」及びその沖の海面
11.2. 添付図 1 にレース・エリアの位置を示す。
12. コース
帆走するコースは、トライアングル＋ソーセージ、トライアングル＋ソーセージ２周、ソーセージコ
ース２周又は３周、トラぺゾイドを予定している。
13. ペナルティ方式
13.1. RRS 付則 P 及び T を適用する。
14. 得点
14.1. シリーズの成立には 1 レースを完了することが必要である。
14.2. (a) 完了したレースが 3 レース以下の場合、艇のシリーズの得点はレース得点の合計とする。
(b) 完了したレースが 4 レース以上の場合、艇のシリーズの得点は、最も悪い得点を除外したレー
スの得点の合計とする。
15. 新型コロナウィルス感染拡大防止対策
15.1. 新型コロナウィルス感染拡大の状況によっては本大会を中止する場合もある。
15.2. 大会関係者(運営・選手)は、大会 2 週間前から体温測定し、当日も平熱であれば参加可能である。
15.3. 大会参加者及び引率者、大会運営スタッフは、受付・計測日を含む大会期間中は、毎日ハーバー来
場前に「ＷＥＢ体調申告」にて体温・体調の申告を行うこと。ＷＥＢ体調申告フォームへのリンク
は、大会前日までに大会公式ＨＰへ公開する。
15.4. 本大会の公式掲示及び諸連絡の掲示、プロテスト公式掲示及び 42 条掲示は、「オンライン掲示
版」にて掲示する。各自の携帯電話又はパソコンからアクセスし、掲示内容を確認すること。掲示
版ＵＲＬは大会前日までに大会公式ＨＰへ公開される。
15.5. 全ての参加者はハーバー内では原則マスクを着用すること。海上において選手の場合は任意とする
が、支援艇乗船者は原則マスクを着用すること。
15.6. こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること。
15.7. 他の参加者、運営スタッフ等との距離を確保すること(できるだけ 2m 以上/障がい者の誘導や介助
を行う場合を除く)。
15.8. 大会開催中は大きな声での会話、応援等をしないこと。
15.9. 感染拡大防止のために主催者が決めたその他の措置を遵守し、主催者の指示に従うこと
15.10. 大会当日までに体調不良などの理由による不参加申し出に関して参加料は振込み手数料（一律
1,000 円）を差し引いた金額を返却する。また、以下の事項に該当する場合は自主的に参加を見
合わせること。
(*)エントリー取り消しの申し出は下記「NOR2０.問い合わせ先」まで速やかに連絡のこと。
15.10.1. 体調が良くない場合（発熱、咳、咽頭痛などの症状がある場合）
。
15.10.2. 同居家族や身近な知人に新型コロナウィルスの感染が疑われる方がいる場合
15.10.3. 大会当日 14 日前以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている
国、地域等への渡航または当該在住者との濃厚接触がある場合。
15.11. 上記を遵守出来ない参加者には他の参加者の安全を確保する等の観点から本大会の参加を取消た
り途中退場を求める場合がある。
15.12. 大会終了後 2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速や
濃厚接触者の有無等について報告すること
今大会は、JSAF「セーリング競技大会の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」に沿って実施
する。
参照 URL: https://www.jsaf.or.jp/hp/about/committee/soumu/cvgeo

16. 賞
16.1. レーザースタンダードクラス及びレーザーラジアルクラスの参加者のうち、どちらか多いリグのチ
ャンピオンに全日本マスターズ総合チャンピオンとしてラダー型トロフィ(持ち回り)が授与され
る。
16.2. ILCA のキューブの授与は各カテゴリーのエントリー数が 5 艇以上で成立し、各カテゴリーのチャ
ンピオンに ILCA のキューブが授与される。
16.3. レーザーラジアルクラスの女性チャンピオンには ILCA のキューブが授与される。
16.4. 各カテゴリーの第 1 位~第 3 位の選手に賞が授与される。
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。RRS4「レースをすることの決定」を参照。
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障害もしくは死亡によるいかな
る責任も負わない。
18. レガッタ不成立
強風、無風、降雪、地震等自然災害、事件、事故等により大会不成立の場合には、参加料の返金はし
ない。
19. 肖像権
競技者は、本大会に参加することにより、大会期間中の競技者または競技者の装備に関する動画、写
真等の映像について、その競技者に予告なく主催団体の判断で使用する権利を主催団体に与えるもの
とする。
競技者は、有効な傷害保険と賠償保険に加入していなければならない。
20. 問い合わせ先
レーザー境港フリート
谷口 昭文
電話：090-1181-8593
メールアドレス：aktaniyan.cn@gmail.com

添付図 1 レース海面図

境港公共マリーナ

2800m

レース海面

その他の情報
1．宿泊・交通等
大会ホームページ http://sail.jpn.com/にて紹介。
公共マリーナ駐車場での車中泊可、キャンプ場へのテント設営は公共マリーナ事務所に直接申込
2．軽食等

Day1 の昼食は各自準備ください。Day2 の着艇後は簡単な軽食を用意します。

3．チャーター艇

数艇あり(ハル､スパー､船台のみ､フォイルは①､②で異なる）※遠方･先着を優先
チャーター料：
① ランク A：２０万番台の新古艇

25,000 円（フォイル提供可能）

② ランクＢ：上記以外のクラブ艇

10,000 円（フォイル提供不可）

チャーター申し込みは電話またはメールにて必ずエントリー前に行い、参加料と併せ
て NOR5 の口座に振込んで下さい。
チャーター艇の申し込み、問い合わせは「NOR2０.問い合わせ先」まで

4．レセプションの実施不可について
コロナウィルス感染拡大防止の観点により、マスターズセーラー・レディースセーラーお楽しみの
レセプションは、残念ながら実施できなくなりました。
境港のカニを楽しみにされている方もいらっしゃると思いますので、カニまたは他の海産物を参加
賞（直送可能）として提供させていただきます。詳細は受付時に案内します。

