2021 レーザー関東選⼿権⼤会
東京都江東区

東京都⽴若洲ヨット訓練所

2021 年７⽉９⽇（⾦）〜11 ⽇（⽇）
主
後
協
協

催：⼀般社団法⼈⽇本レーザークラス協会 関東フリート連合
援：江東区
⼒：⼀般社団法⼈東京都セーリング連盟（運営委託）、 NPO 法⼈マリンプレイス東京
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
ウルマンセイルジャパン
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

NOTICE OF RACE
1.

適⽤規則
1.1. 本⼤会は 2021〜2024 年国際セーリング規則（以下、RRS）、クラスルール、
SAILING INSTRUCTIONS、本 NOTICE OF RACE により⾏う。
1.2. 本⼤会の全ての規則を決定するのは次の通りとする。
1.2.1. [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。
1.2.2. [NP]は、この規則の違反は艇による抗議の根拠とはなら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。」
1.4 ペナルティー⽅式は RRS 付則 P 及び T を適⽤する。

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.

参加資格
3.1. 以下の２点をすべて満たしていること。
3.1.1. ⽇本レーザークラス協会の 2021 年度メンバーであること。
3.1.2. レーザークラス協会会員証を受付時に提⽰すること。
当⽇、当会員証を提⽰できず 2021 年度⽇本レーザークラス協会会員であることが確認で
きない場合、参加できない場合がある。

4.

参加申込
4.1. 参加資格のある艇は参加申込締め切り⽇までに http://sail.jpn.com にてオンラインエントリ
ーを⾏い、参加料の⼊⾦を確認できたことにより、申込を完了する。
4.2. 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い、下記⼝座に参加料
を振り込むこと。
4.3.
振込先：三井住友銀⾏ 相模⼤野⽀店 （普通）０９３４７４５
レーザー江ノ島フリート 経理 ⽯原 美知
＊複数名分の送⾦を⾏う場合は、その内訳を NOR22 問合せ先までメールにて報告すること。
参加申込みの期⽇は 2021 年７⽉２⽇（⾦）とする。レイトエントリーは⾏わない。
4.4. エントリー締め切り後の参加料送⾦遅延者は１,000 円の遅延⾦を受付時に⽀払うことで申込
が完了する。
参加申込締切⽇（７⽉２⽇）後の不参加申出期間については７⽉６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。７⽉６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.

参加料
10,000 円
＊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。

6.

⽇程
6.1. ⼤会⽇程
Day0

Day1

Day2

Date
７⽉ ９⽇
（⾦）

Event
⼤会受付
計測 ＊計測フォーム提出方式

７⽉１０⽇
（⼟）

⼤会受付・計測 ＊計測フォーム提出方式
開会式・ブリーフィング
第１レース予告信号
引き続きレースを⾏う。

７⽉１１⽇
（⽇）

ブリーフィング
その⽇最初のレース予告信号
引き続きレースを⾏う。
閉会式

Time
13:00-16:30
13:15-16:45
08:00-9:30
10:00
11:25
08:30
09:55

16:30
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３０分より後に予告信号を発しない。
6.2. レース数
クラス別に６レースの実施を予定する。
7.

レース⽅式
参加艇数に応じて「フリート分けによる予選/決勝シリーズ」を⾏う場合がある。

8.

計測
8.1. 各艇は、あらかじめセルフチェックを⾏い、⼤会受付時に記⼊済みの計測フォームを提出する
ことで計測を完了させなければならない。
＊計測フォームは⼤会サイト http://sail.jpn.com からダウンロードすること。
8.2. 計測は、テクニカル委員会の判断により、この他の⽇程に⾏われることがある。
8.3. 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 艇は、直径６㎜以上、⻑さ 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。
9.2 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７⽉６⽇までに⼤会サイト http://sail.jpn.com より⼊⼿できる。
11. 開催地
⼤会会場：東京都⽴若洲ヨット訓練所 (東京都江東区若洲 3-1-1)
レース・エリア：おおよそのレースエリアを添付図１に⽰す。
12. コース
トラペゾイドコース、トライアングル上下コース、または⾵上―⾵下コースを予定している。

13. 得点
13.1 シリーズの成⽴には 2 レースを完了することが必要である。
13.2 (a) ４レース未満しか完了しなかった場合、艇のシリーズの得点は、レース得点の合計とす
る。
13.2 (b) 4 レース以上完了した場合、艇のシリーズの得点は、最も悪い得点を除外したレース得
点の合計とする。
14. ⽀援艇
14.1. 全ての⽀援艇は登録制とし、⼤会ホームページで７⽉２⽇までに登録を⾏わなければならない。
14.2. 登録料として 2,000 円を⼤会受付にて⽀払い、レース委員会指定の無線機の貸与を受けること
（各⽇レース終了後必ず返却のこと）。
別途ハーバー使⽤料 1500 円/1 ⽇
14.3. ハーバーへの搬⼊⼿続きに際し、船検証に記されている航⾏可能区域を確認のこと。
14.4. 全ての⽀援艇は、最初にスタートするクラスの準備信号の時刻から全ての艇がフィニッシュす
るかもしくはリタイヤするか、またはレース委員会が延期、もしくは中⽌の信号を発するまで
艇がレースをしているエリアの外側にいなければならない。
14.5. 全ての⽀援艇は、レース委員会から要請された場合、レスキュー活動を⾏うものとする。この
要請があった場合のみ制限範囲内への進⼊が認められる。また、⼤会主催者から貸与される無
線機を携帯して出航し、やむを得ない場合を除き、常に指定されたチャンネルを受診していな
ければならない。
14.6. ⽀援艇には、密を避ける⼈数のみ乗艇すること (艇⻑ 6m 以下の場合、2~3 ⼈)。
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をし、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所連絡の掲⽰、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マスクの着⽤をしなければならない。海上において選⼿の場合
は任意とするが、⽀援艇乗船者はマスクの着⽤をしなければならない。
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「NOR22.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
各クラスの成績上位者には賞が授与される。
17. クオリファイ
⽇本レーザークラス協会内規「2021 年度全⽇本選⼿権出場資格取得⽅法」による。
18. リスク・ステートメント
RRS３には「レースに参加するか、またはレースを続けるかについての艇の決定の責任は、その艇
にのみある。
」とある。⼤会に参加することによって、それぞれの競技者は、セーリングに内在す
るリスクがあり、潜在的な危険を伴う⾏動であることに合意し、認めることになる。これらのリス
クには、強⾵、荒れた海、天候の突然の変化、機器の故障、艇の操船の誤り、他艇の未熟な操船術、
バランスの悪い不安定な⾜場、疲労による傷害のリスクの増⼤などがある。セーリングスポーツに
固有なのは、溺死、⼼的外傷、低体温症、その他の原因による⼀⽣消えない重篤な傷害、死亡のリ
スクである。
19. ⼤会不成⽴
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。
(＊)⼤会当⽇までに新型コロナウィルスの影響により延期もしくは中⽌となった場合、参加料は
振込⼿数料（⼀律 1,000 円）を差し引いた⾦額を返⾦する。
20. 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。
21. 保険
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。
22. 問い合わせ先
manabu1@d2.dion.ne.jp 石原

学（江の島 F）
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その他の情報
1．国体選考

本⼤会は東京都及び神奈川県の国体候補選⼿選考レースを兼ねる。詳細は各連盟
HP 参照のこと。
東京都セーリング連盟 http://www.tsaf.com/
神奈川県セーリング連盟
https://www.kanagawa-sailing.org/

２ チャーター艇

８艇を準備（ハル、スパー、フォイル、船台のみ）。
チャーター料 7000 円
チャーター申し込みはメールにて必ずエントリー前に⾏い、参加料と⼀緒に振
り込むこと。
申し込み先；manabu1@d2.dion.ne.jp ⽯原学
（艇番は 12 万台〜15 万台、配艇は当⽇抽選）

３．艇の搬⼊及び駐⾞場について
搬⼊及び駐⾞はハーバー内の指定された場所を利⽤すること。
搬⼊⼿続きは⼤会本部にて各⾃で⾏うこと。
施設使⽤料：レーザー１艇 1,000 円/⽇ ＊18 歳以下は 500 円/⽇
：⽀援艇 １艇 1,500 円/⽇
駐⾞料： 500 円/⽇（ゲート⼊⼝にて係員に⽀払うこと）
ゲートオープンは 7:30（オープン待ちでゲート前での駐⾞は不可です。
時間調整してお越しください）
(*)ハーバー内は⾞中泊不可
４. 事前練習について
若洲ヨット訓練場を利⽤しての事前練習には、⽀援艇（救助艇）の帯同と
出艇・帰着の申請（ハーバー棟２階事務所）が必要です。
⽀援艇（救助艇）無しでの海上練習は禁⽌されていますのでご注意ください。

５. 宿泊

各⾃予約のこと。
東京海員会館 TEL 03－3531－2216
江東区若洲公園キャンプ場（要予約） TEL

東京都⽴若洲ヨット訓練所

〒136-0083
東京都江東区若洲 3-1-1
TEL 03-5569-6703
http://www.tptc.co.jp/park/03_06

03－5569－6701

