2022 年レーザー四国選手権大会
共同主催：日本レーザークラス協会, 香川県ヨット連盟
期間：2022 年 8 月 20 日(土)～8 月 21 日(日)
場所：香川県高松市浜ノ町 67 番 1 号 高松市ヨット競技場

レース公示(NoR)
[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、規則
60.1(a)を変更している。
[SP]の表記は、レース委員会が審問無しに標準ペナルティーを適用することができる規則
を意味する。レース委員会は抗議することもでき、その場合は審問を経てプロテスト委員
会の裁量でペナルティーが決定する。これは規則 63.1 および付則 A5 を変更している。

1

2

規則
1.1

本大会は『セーリング競技規則』(以下「規則」という)に定義された規則を適用する。

1.2

付則 T を適用する。

1.3

付則 P を適用しない

帆走指示書
2.1

帆走指示書は、2022 年 8 月 13 日までに大会ホームページ http://sail.jpn.com よ
り入手できる。

3

コミュニケーション
3.1

本大会期間前の公式掲示及び諸連絡の掲示は、大会ホームページ
http://sail.jpn.comにて行う。

3.2

本大会期間中の公式掲示及び諸連絡の掲示は、１階救護室の公式掲示板に掲示
する。

3.3

[DP] 緊急の場合を除き、艇は、音声やデータを送信してはならず、かつ、すべての
艇が利用できない音声やデータ通信を受信してはならない。ただし、航跡を記録す
る目的の GPS 装置については搭載してもよい。

4

参加資格および申し込み
4.1

4.2

競技種目は以下の通りである。
レーザークラス

(ILCA7)

レーザーラジアルクラス

(ILCA6)

レーザー4.7 クラス

(ILCA4)

参加する競技者は以下の点をすべて満たしていること。
4.2.1 2022 年度日本レーザークラス協会会員もしくは日本レーザークラス協会スポッ
ト会員登録済みであること。
4.2.2 日本レーザークラス協会の 2022 年度メンバーは、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、当該会員証を提示できず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。
4.3

参加資格のある艇は,オンラインエントリーサイト（http://sail.jpn.com）により参加登
録を行うことにより参加申込みをすることができる。

4.4

エントリー締め切り期日は 8 月 10 日 24:00 である。

4.5

会場の艇置き可能数に限りがあることから、オンラインエントリー数が 50 艇に達した
場合、参加申込締切日前であっても オンラインエントリー を締切る場合がある。

4.6

参加料および施設使用料は 8 月 5 日（金）から 8 月 15 日（月）24:00 までに下記口
座に振り込むこと。
4.6.1 振込先：楽天銀行(0036) アロハ支店(221)

普通 2374531

4.6.2 （名義人）ヤマダ ヨシアキ
参加料の振込完了をもって 参加申込み が完了する。
4.7

オンラインエントリー後、参加料振込前の不参加の申し出については、参加料は発
生しない。また、大会参加艇とはみなさず、得点は記録しない。

4.8

参加料振込後の不参加の申し出については返金手数料(1,000 円）を差し引いた
金額を返却する。

4.9

8 月 14 日(日)以降の不参加の申し出については、大会参加艇とみなし、得点は
DNC として記録する。

5

参加料
5.1

参加料は次の通りとする。

7000 円/艇

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、懇親会は実施しない
※参加料に 8 月 21 日帰着後の軽食(パンもしくは果物およびミニ飲料)を含む
5.2

高松市ヨット競技場の施設使用料(全長 4ｍ以上 5ｍ未満のもの)は次の通りである
5.2.1 920 円/日「(一般)

460 円/日(生徒・児童 高校生以下)

5.2.2 例：8/20-21 一般 1840 円 →参加料と併せて 8840 円を振込

6

クルーの制限
6.1

7
8
9

いずれのクラスにおいても乗員は 1 名とする。

欠番
欠番
日程
9.1

受付 2022 年 8 月 20 日(土)

9.2

レース日程

9:30～11:30

日付

レーザークラス

レーザーラジアルクラス

レーザー4.7 クラス

8 月 20 日(土)

レース

レース

レース

8 月 21 日(日)

レース

レース

レース

9.3

開会式は 8 月 20 日(土)11:30 より実施する。引き続きブリーフィングを実施する。

9.4

レース数
クラス

レース数

レーザークラス

5 レース

レーザーラジアルクラス

5 レース

レーザー4.7 クラス

5 レース

9.5

最初のレースの予告信号の予定時刻は 13:00 である。

9.6

最終日 8 月 21 日(日)は 14:30 より後に予告信号を発しない。

10 装備検査
10.1 大会受付時に計測を行う。
10.2 大会 期間中、テクニカル委員会は随時、艇または装備の検査をすることがある。

11 [DP] [NP] 安全衣服と装備
11.1 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。
11.2 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。
11.3 マストトップに揚力を起こさない形状の浮力体を取りつけても良い。浮力体は、コン
ディションにより、付けたり外したりしても良い。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。
11.4 競技者は、水上にいる間は、 衣服または個人装備を一時的に替えたり整えたり
する間を除き、常時、個人用浮揚用具を着用 していなければならない。ウエット・
スーツやドライ・スーツは個人用浮揚用具ではない。

12 開催地
12.1 添付 1 はレガッタ・ハーバーおよびレース・エリアの場所を示す。

13 コース
13.1 帆走するコースはソーセージコースである。

14 欠番
15 得点
15.1 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。
15.2
(a)完了したレースが 5 レース未だった満場合、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 5 レース以上だった場合、艇のシリーズの得点は、最も悪い
得点を除外したレースの得点の合計とする。

16 [DP]支援者艇
16.1 [NP]全ての支援艇は、参加申込締切前までに大会ホームページで登録を行わなけ
ればならない。全ての支援艇は、レース参加艇の出着艇を妨げてはならない。
16.2 全ての支援艇は、最初にスタートするクラスの準備信号から全ての艇がフィニッシュ
もしくはリタイアするまでの間、またはレース委員会が最初にスタートするクラスをゼ
ネラルリコールとするか、全てのクラスを延期もしくは中止とする信号を発するまで
の間、レースエリアの外側にいなければならない。
16.3 [NP] 支援者艇はレース委員会から救助および曳航の要請があった場合、これに
応じること。
16.4 [NP]支援艇の乗員は、水上にいる間は、衣服または個人装備を一時的に替えたり
整えたりする間を除き、常時、個人用浮揚用具を着用していなければならない。ウ
エット・スーツやドライ・スー ツは 個人用浮揚用具 ではない。

17
18
19
20
21

欠番
欠番
欠番
欠番
個人情報・肖像権
21.1 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。

22 リスクステートメント
RRS 3 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
ーリングには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。なお、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。

23 保険
23.1 各参加艇は、有効な第三者賠償責任保険に加入していなければならない。

24 賞
24.1 賞は次のように与える。
レーザークラス

1 位～2 位

賞状および賞品

レーザーラジアルクラス

1 位～2 位

賞状および賞品

レーザー4.7 クラス

1 位～2 位

賞状および賞品

ただし、参加艇数が 8 艇に満たないクラスは 1 位のみ賞状および賞品を与える。

25 [DP][NP]新型コロナウイルス感染拡大防止対策
25.1 競技者及び支援者等は、別紙１「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための記

録および注意事項」に体調記録を記入し大会期間中所持するともに、記載された
注意事項を 遵守しなければならない。
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
25.2 新型コロナウイルス感染拡大の影響により大会を中止する場合は、8 月 14 日（日）
までに大会ホームページ http://sail.jpn.com に掲示する。

26 大会不成立
26.1 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。

27 問い合わせ先
レーザー高松フリート 山田 佳明
メールアドレス:express.yamada(at)gmail.com
[(at)を@に置き換えてください]
添付 1 GoogleMap より引用(一部改変)

