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第 76 回 兵庫県民体育大会 実施要項 
 

兼 第 77 回 国民体育大会 兵庫県代表選手選考会 
 

兼 国体種目オープンレガッタ 
 

大会期日:2022 年 7 月 16 日(土)～7 月 17 日(日) 

開 催 地:兵庫県芦屋市 兵庫県立海洋体育館 

共同主催:兵庫県、兵庫県教育委員会、(公財)兵庫県スポーツ協会、兵庫県セーリング連盟、西宮市セーリング協会 

後  援:B&G 兵庫ジュニア海洋クラブ 

協  力:兵庫県立海洋体育館 

 

・新型コロナ感染拡大の状況によっては中止する場合がある。 

・新型コロナ感染拡大予防の観点から、場合によっては参加をお断りすることがある。 

 

1. 規則 

1.1 本大会は、『セーリング競技規則 2021-2024』に定義された規則を適用する。 

1.2 本実施要項は、「セーリング競技規則」におけるレース公示(NOR)に該当するものである。 

1.3 付則 P を適用する。 

1.4 【SP】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｡標準ペナル

ティーを課された艇の得点略語は「STP」である。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、A5 及び A10 を変更している｡ 

1.5 【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｡これは規則 60.1(a)を変更し

ている｡ 

 

2. 帆走指示書 

帆走指示書は、7 月 8 日(金)までに兵庫県セーリング連盟ホームページに公開する。 

URL: http://www.jsaf.or.jp/hyogo/  

 

3. 実施種目 

3.1 兵庫県民体育大会 兼 国民体育大会兵庫県代表選手選考会（以下、兵庫県民体育大会） 

成年男子 国際４７０級、レーザー級 

成年女子 セーリングスピリッツ級、レーザーラジアル級 

少年男子 国際４２０級、レーザーラジアル級 

少年女子 国際４２０級、レーザーラジアル級 

3.2 国体種目オープンレガッタ 

成年 国際４７０級、セーリングスピリッツ級、レーザー級、レーザーラジアル級 
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少年 国際４２０級、レーザーラジアル級 

 

4. 参加資格及び申込 

4.1 新型コロナ感染症拡大防止についての参加条件 

(1) 大会関係者（運営、選手・監督・コーチ・サポートメンバー）は、大会 1 週間前から体温測定をし、当

日も平温であること。 

(2) 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。 

● 陽性者及び濃厚接触者、体調がよくない者（例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）。 

● 外国からの入国（帰国）の場合については、厚生労働省ＨＰに記載される自宅待機期間の該当する

場合 

(3) マスクを持参し、陸上で競技を行なっていない際や会話をする際にはマスクを着用すること。 

(4) うがい、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。 

(5) 他参加者、主催者スタッフ等との距離を確保すること（できるだけ 2ｍ以上／障害者の誘導や介助を行

う場合を除く）。 

(6) 大会開催中は大きな声での会話、応援等をしないこと。 

(7) 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。 

(8) 大会期間中及び大会終了後 7 日以内にコロナウイルス感染陽性となった場合は、主催団体に報告するこ

と。 

4.2 参加資格 

兵庫県民体育大会 

第 77 回 国民体育大会への参加資格（第 77 回 国民体育大会実施要項総則 5 を満たしている）を有する者

で、所属団体の利害関係にとらわれることなく、国体での入賞を目指し、入賞に寄与する意思のある者。 

(1) 成年男子、成年女子 

(a) 日本国籍を有する者。 

(b) 次のいずれかが代表選手として選考該当の県内であること。 

(ｱ) 居住地を示す現住所 

(ｲ) 勤務地 

(c) 2004 年 4 月 1 日以前に生まれた者。 

(d) 2022 年度(公財)日本セーリング連盟会員であること。 

(e) 2022 年度(公財)日本セーリング連盟バッジテスト中級 4 級以上の有資格者であること。 

(2) 少年男子、少年女子 

(a) 日本国籍を有する者。 

(b) 次のいずれかが代表選手として選考該当の県内であること。 

(ｱ) 居住地を示す現住所 

(ｲ) 学校教育法第 1 条に規定する学校の所在地 

(ｳ) 勤務地 

(c) 2004 年 4 月 2 日から 2007 年 4 月 1 日に生まれた者。 
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なお、少年種別に参加できる選手には、2007 年４月２日から 2008 年４月１日までに生ま 

れた中学３年生を含むものとする。 

(d) 2022 年度(公財)日本セーリング連盟会員であること。 

(e) 2022 年度(公財)日本セーリング連盟バッジテスト初級 5 級以上の有資格者であること。 

(3) 除外事項 

第 75 回 国民体育大会(都道府県大会を含む)において選手および監督の資格で参加した者は、次の場合

を除き選考会に参加することは出来ない。 

(a) 成年男子、成年女子 

(ｱ) 2021 年度に学校教育法第 1 条に規定する学校を卒業する者。 

(ｲ) 結婚または離婚に係る者。 

(ｳ) 国民体育大会ふるさと選手制度を活用する者。 

(ｴ) 東日本大震災に係る参加資格特例措置を活用する者。 

(b) 少年男子、少年女子 

(ｱ) 2021 年度に学校教育法第 1 条に規定する学校を卒業する者。 

(ｲ) 結婚または離婚に係る者。 

(ｳ) 一家転住に係る者。 

(ｴ) JOC エリートアカデミーに在籍する者。 

(ｵ) 東日本大震災に係る参加資格特例措置を活用する者。 

(4) 兵庫県民体育大会に出場を希望しない、もしくは参加資格に該当しない者で、次の条件を満たしかつレ

ース委員会が承認した場合、国体種目オープンレガッタへの参加を認める。 

(a) 2022 年度(公財)日本セーリング連盟会員であること。 

(b) 最低 3,000 万円又は同等の有効な第三者賠償責任保険に加入していること。 

4.3 参加申込 

(1) シンングルハンド艇は 1 艇につき 1 名、ダブルハンド艇は 1 艇につき 2 名とし、ヘルムスマンの交替は

認めない。 

(2) 同一の選手が複数の種目にエントリーすることは出来ない。 

(3) 参加申込は、エントリーフォーム「兵庫県民体育大会エントリーフォーム」よりオンラインでエントリ

ーを行うこと。 

オンラインエントリーフォーム: https://forms.gle/r7iBPvmPTZKdtwCn8  

(4) エントリーフォームは、2022 年 6 月 27 日(月)10:00 から受付を開始する。エントリー期限は 7 月 11

日(月)12:00 までとする。ただし、少年男子、少年女子の種目ついて、2007 年 4 月 2 日から 2008 年

4 月 1 日までに生まれた中学 3 年生については、7 月 15 日(金)18:00 をエントリー期限とする。 

(5) (公財)日本セーリング連盟メンバーカードの写し及びバッジテスト認定証の写し（撮影したものでも可）

については、メールにより 7 月 11 日(月)14:00 までに送付すること。ただし、NOR 4.3(4)の追記によ

って新たにエントリーを行った艇は、7 月 15(金)18:00 までに送付すること。 

送付先: E-mail: hyogosailingaf.race@gmail.com  

兵庫県セーリング連盟 レース委員会委員⾧ 米谷 淳 
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(6) 参加料等は次のとおりとする。 

 

 

なお、兵庫県立海洋体育館以外から艇を搬入する方は、事前に各自で艇の搬入手続きを行い、施設使用

料を支払うこと。 

(7) 振込期日:7 月 11 日(月)14:00 

ただし、NOR 4.3(4)の追記によって新たにエントリーを行った艇は、大会当日の受付時に現金支払で構

わない。 

(8) 振込先: 新生銀行 本店 普通 ２５２４９５７  ヨネタニ アツシ 

 

5. 【DP】艇 

5.1 艇はオーナーが所有する艇、または選手がチャーターした艇でなければならない。 

5.2 複数の艇で同一のセール番号を用いてはならない。ハイフン番号は認めない。 

5.3 艇は、クラスルールにもとづく安全備品を積載しなければならない。 

 

6. 日程 

6.1 レース日程 

日付  時刻 

Day1 7 月 16 日(土) 受付 

選手ブリーフィング 

最初の予告信号予定時刻 

表彰式 

0830-0900 hrs. 

0900-0915 hrs. 

1030 hrs. 

1700 hrs. 

予備日 7 月 17 日(日)   

6.2 7 月 16 日(土)に 1 レースも行うことが出来なかった場合に限り、予備日の 7 月 17 日(日)にレースを行うこ

ととする。 

6.3 受付は第 2 艇庫 2F 会議室 A、選手ブリーフィングは第 2 艇庫 屋外西側 にて行う。 

6.4 レース数は最大 5 レースとする。 

6.5 ダブルハンド艇のスタート以降にシングルハンド艇の予告信号を発する。 

6.6 15:00 より後に予告信号は発しない。 

6.7 表彰式は、表彰対象者のみが参加することとし、最終レース終了後に実施する。 

 

7. 開催地 

【添付図 A】に、兵庫県海洋体育館、レース海面のおおよその場所を示す。 

クラス 兵庫県民体育大会 国体種目オープン 

成年男女 ダブルハンド 10,000 円 3,000 円 

成年男女 シングルハンド 8,000 円 2,000 円 

少年男女 ダブルハンド 5,000 円 2,000 円 

少年男女 シングルハンド 3,000 円 1,000 円 
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8. コース 

8.1 帆走するコースは、トラペゾイド・コース、ウインドワード/リーワード・コースとし、具体的には帆走指示

書に記載する。 

8.2 レグ間の概ねの角度、通過するマークの順序、それぞれのマークをどちら側に見て通過するかを含むコース

を示す。見取り図、また帆走すべきコース及びコースを示す文字は、帆走指示書で指定される。 

 

9.  得点 

9.1 大会が成立するためには、1 レースを完了することを必要とする。 

9.2 艇の得点は、完了したレースが 4 レース以下の場合はレース得点の合計とし、5 レース完了した場合は最も

悪い得点を除外したレース得点の合計とする。 

9.3 兵庫県民体育大会の参加艇数は、国体種目オープンレガッタにエントリー(受付)した艇を除いた数とする。 

9.4 国体種目オープンレガッタの参加艇数は、兵庫県民体育大会にエントリー(受付)した艇を含む数とする。 

 

10.  【DP】支援艇 

支援艇は認めない。 

 

11.   賞 

11.1 兵庫県民体育大会のみを対象とし、国体種目オープンレガッタは対象外とする。 

11.2 クラス別の第 1 位～第 3 位の艇に賞状を授与する。ただし、各クラス参加艇数が 3 艇以下の場合は、当該ク

ラスの 1 位の艇にのみ賞状を授与することとする。 

 

12.  国体代表選手の選考方法等 

12.1 各種目の第 1 位の艇を、第 77 回 国民体育大会兵庫県代表候補選手として推薦する。ただし、技術的な理由

で、DNC、DNS、DNF となった選手は推薦しない。その成績が技術的なものでないことは選手自身が証明し

なければならない。 

12.2 第 77 回国民体育大会兵庫県代表選手は、兵庫県民体育大会の結果及び過去の実績等を考慮し、理事会にお

いて決定する。 

12.3 代表選手の組み合わせ（スキッパー・クルー）の変更は認めない。ただし、強化本部が指示する場合は、こ

の限りではない。 

12.4 強化本部の指示に従わない場合、または参加資格に瑕疵があった場合は、代表の資格を取り消すことがある。

また、第 77 回国民体育大会兵庫県代表選手は、強化本部が指定する強化練習会、強化合宿に参加しなけれ

ばならない。強化本部の指導に従わない場合は、代表の資格を取り消すことがある。 

 

13.   【NP】【DP】保険 

競技者は、対人対物賠償額が各々1 億円以上の有効な(公財)スポーツ安全保険協会のスポーツ安全保険、ま

たは、同党の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。 
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14.  チャーター艇 

 レース委員会は、チャーター艇は用意しない。 

 

15.  責任の否認 

この大会の競技者、コーチ、サポートメンバーは自分自身の責任で参加する。規則３[レースすることの決定]

参照。主催団体は、大会の前後、期間中に生じた物理的損害または人身障害、新型コロナ感染、もしくは死

亡によるいかなる責任も負わない。 

 

16.  大会期間中の競技者の肖像権 

本大会期間中の艇、競技者に関連する写真・ビデオ等の全ての著作物、映像に関する権利は、主催団体に帰

属する。 

 

17.  その他 

兵庫県民体育大会とともに、西宮市民大会も同時開催とする。 

以 上 

 

 【添付図 A】 

  

 


