
 
 

 

 

 

JSAF Enoshima Olympic Week ２００６ 

レース公示（NOR） 

期 間： 平成１８年１０月１８日（水）～１０月２２日（日）  

 

場 所： 神奈川県藤沢市 湘南港(江の島ヨットハーバー沖) 

 

競技種目：＜オリンピック種目＞ 

男子ダブルハンド  ４７０級 ４９er 級  

女子ダブルハンド  ４７０級 （MIX も含む）   

男子シングルハンド レーザー級 RS-X 級 

女子シングルハンド レーザーラジアル級 RS-X 級 

＜オリンピック種目外＞ 

男子ダブルハンド  29 級 SS 級 ４２０級 ＦＪ級 （MIX も含む） 

女子ダブルハンド  29 級 SS 級 ４２０級ＦＪ級  

男子シングルハンド レーザー級 シーホッパー級 

女子シングルハンド レーザーラジアル級 シーホッパーＳＲ級 

 

本大会のオリンピック種目（除く、RS-X 級）については、ISAF WORLD SAILING RANKING LIST 

EVENT Ⅱとして認定する。 

参加者内のＵ－19 については 200７年ユースナショナルチーム候補選考会とする。 

詳細については、後日別途公示する。 

 

なお、エントリー数が５艇未満のクラスはレースを行わない。 

申込み締め切り後、エントリー数が５艇未満の種目については事務局より該当者に連絡をする。 

 

１.大会組織 

 共同主催： （財）日本セーリング連盟  

NPO 神奈川県セーリング連盟 

 大会運営： （財）日本セーリング連盟レース委員会 

(財) 日本セーリング連盟競技力向上委員会 

         NPO 神奈川県セーリング連盟 

当該種目クラス協会 

         関東学生ヨット連盟 関東学生クラブ連盟 医学部学生ヨットグループ 

  後  援：  (社)江の島ヨットクラブ （株）湘南なぎさパーク  藤沢市ヨット協会 

  協  賛： 予定 

 

２.適用規則 

２．１  セーリング競技規則 2005～2008（RRS）、日本セーリング連盟規定、当該クラス規則を適用

する。但し、いずれの規則も帆走指示書によって変更されたものは除き、帆走指示書と矛

盾する場合は、帆走指示書を適用する。 

２．２  ４９er級のペナルティー方式は、RRS44.2の 2回転ペナルティーを１回転ペナルティーに置

き換える。 

２．３  参加艇は、艇体に主催者より支給される広告のステッカーを貼ることを要求されることがあ

る。 

２．４  本大会は、ＲＲＳ付則Ｐを適用する。 

 

３.参加資格 

３．１ 各クラスの日本選手は平成17年度(財)日本セーリング連盟（以下 JSAF という）登録メンバー

及び当該艇種別協会会員登録済の者で、次のいずれかの推薦を受けた者。 

(財)日本セーリング連盟、艇種別協会、都道府県セーリング（ヨット）連盟 

３．２ U－19 の選手とは、2006 年 12 月 31 日において 19 歳未満の者とする。 



３．３ U－19 の日本選手は、親権者の承諾を得て、且つ指導者が付き添うこととする。 

    指導者は推薦団体が指定したものとし、複数の艇の指導者を兼ねる事ができる。 

 

４.使用艇 

４．１ 原則として自艇とする。ただし、４２０級、レーザー級についてはチャーター艇を考慮する場 

合がある。 

４．２ チャーター艇を若干用意する。希望する選手は、参加申込書の該当欄に記入の上、事前に

申込み先へチャーター艇の準備確認を行い料金を添えて申し込むこと。 

４．３ 自艇の持込みは、各自湘南港事務所に確認の上、管理しなければならない。 

４．４ チャーター料は、下記の通りとする。  

４２０級（艇体、ﾌｫｲﾙ、ｽﾊﾟｰ及びセール） 10,000 円×若干艇 

レーザー級（艇体、ﾌｫｲﾙ、ｽﾊﾟｰ）      5,000 円×若干艇 

４７０級（艇体、ﾌｫｲﾙ、ｽﾊﾟｰ）         20,000 円×若干艇 

その他のクラスは、自艇参加とする。 

４．５ 破損が生じた場合は、借用者が修理実費を負担とするものとする。 

艇数に限りがあり、申込順としますので申込書を送付の際に確認のこと。 

 

５．参加申込み 

 (財)日本セーリング連盟より所定の参加申込書を取り寄せの上、下記宛にＦＡＸまたは郵送で申し

込むこと。参加申込書は JSAF ウェブサイトよりダウンロードできます。 

 

【申し込み連絡先】 

〒150-8050 渋谷区神南１－１－１ 

 (財)日本セーリング連盟 宛 

TEL03-3481-2357 FAX03-3481-0414 

E-mail  jimukyoku@jsaf.or.jp

 

【参 加 料】（パーティー費用含む） 

               ダブルハンド  シングルハンド 

オリンピック種目     25,000 円    15,000 円 

オリンピック種目以外  20,000 円    12,000 円 

 

【参加料振込先】 

三菱東京 UFJ 銀行 渋谷中央支店 普通預金 １１９２４６１   

(財)日本セーリング連盟 

◇締切日 参加申込：９月３０日 参加料振込：10 月５日 

  ※海外からの参加者のエントリー料は無料とする。 

※レイトエントリーは、それぞれ参加料に 5,000 円を加算した額とする。 

 

６．登録受付 

  登録受付及びスキッパーズミーティングは、オリンピック種目が10月18日、オリンピック種目以外

が 10 月 21 日に江の島ヨットハーバー２F において行う。 

外国選手を除くすべての参加選手はＪＳＡＦメンバーカードを提示しなければならない。 

 

７．計測 

  参加艇は計測証明書を登録受付時に提示すること。(チャーター艇は除く)各セールは、事前

にオフィシャルメジャラーによる計測を受け、合格してサインされたものを持参すること。レース

委員会は受付時にセールにスタンピングをする。 

尚、艇・セールとも大会期間中に随時計測を行なう場合がある。  

 

８．日程 

８．１ オリンピック種目 

    10 月 18 日(水) 登録受付・計測                10:00～16:00 
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            開会式、スキッパーズミーティング       16:00～ 

    10 月 19 日(木) 最初の予告信号               9:55 

    10 月 20 日(金) 最初の予告信号               9:55 

    10 月 21 日(土) 最初の予告信号               9:55 

               ウエルカムパーティー           18:00～ 

     10 月 22 日(日) 最初の予告信号                9:55 

                   閉会式                    16:00 

 

８．２ オリンピック種目以外 

10 月 20 日(金) 登録受付・計測                    17:00～18:30 

10 月 21 日(土) 登録受付・計測                     8:00～ 8:30 

                   ｽキッパーズミーティング            8:30～ 9:00 

               最初の予告信号予定時刻          9:55 

               ウエルカムパーティー           18:00～ 

10 月 22 日(日)   最初の予告信号予定時刻            9:55 

閉 会 式                        16:00 

９．帆走指示書 

登録受付時に配布される。 

 

10.レース・エリア 

神奈川県藤沢市江の島 湘南港(江の島ヨットハーバー)沖に２海面を設置する。 

 

11.レース・コース 

  帆走すべきコースは、帆走指示書に示す。 

 

12.得点方法 

12.1  ＲＲＳ付則Ａの低得点方式を適用する。 

12.2  オリンピック種目については、全 11 レースを予定し大会が成立する為には、各種目それぞ

れ３レース以上成立することが必要である。 

    オリンピック種目意外については、全６レースを予定し、大会が成立する為には、各種目そ

れぞれ１レース以上成立することが必要である。 

12.3  各クラスのシリーズの得点は以下の方法で計算される。 

（１）オリンピック種目 

５から８レース成立の場合は、最も悪い得点を除外した得点の合計及び９レース以上成立

の場合は、最も悪い得点順に２レースを除外したレースの得点の合計で順位を決定する。 

（２）オリンピック種目以外 

   ５レース以上成立の場合は、最も悪い得点を除外したレースの得点の合計で順位を決定 

    する。 

 

13.インターナショナルジュリー 

 本大会においては、海外選手参加の種目について、インターナショナル･ジュリーが構成される。

そのジュリーの裁定は RRS70.4 に基づき最終であり上告の権利は否認される。 

 

14.賞 

 各クラス参加艇数に応じて盾と賞状を授与する。 

 

15.ユースナショナルチームの認定：Ｕ－19 

 本大会の成績から男女それぞれユースナショナルチーム候補を認定する。 

15.1 本大会における種目別、男女別の認定数は 10 月 20 日（金）登録受付日に公示する。 

15.2 ユースナショナルチーム候補は本大会の認定を含めてﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾝﾄﾞｸﾗｽ･ｼﾝｸﾞﾙﾊﾝﾄﾞｸﾗｽ男子

各１２艇、女子各８艇を上限として認定する。（上限６０名） 

15.3 ジュニアオリンピックカップおよび本競技会以外に競技力向上委員会が事前に承認した本



大会以降の各クラス別競技会の上位者および同委員会がその選手の将来性を認め推薦した

者を今後ユースナショナルチーム候補として認定する。 

15.4 ナショナルチーム選手には２００７年３月開催予定の「ユース強化合宿」および５月開催予定

の「２００７年ユースワールド選手権大会」日本代表選手選考会の参加資格を与える。但し、選

考会参加選手は 2007 年 12 月 31 日において 19 歳未満の者でなければならない。 

15.5 認定されたナショナルチームは、特別の事情がない限り、クルーの変更を認めない。病気等

で変更を必要とする場合は、競技力向上委員会の許可を必要とする。 

 

16.公用語 

 本大会の公用語は、英語とする。 

 

17. 責任 

競技者は、自己の責任において大会に参加するものとする。 

 主催団体、レース委員会、またはこの大会に関わる運営役員、ボランティアは、競技者の大会前、

大会中、大会後の死亡、怪我、病気またはその他の物質的な損害についての責任を負わない。 

 

18.その他 

 【宿泊・昼食】 

昼食は各自で手配のこと。 

   宿泊施設については、下記にお問合せください。 

    藤沢市観光協会 0466-22-4141 

 

 【艇の搬出入】 

   各自、湘南なぎさ事務所湘南港出張所で搬入、搬出の手続きをすること。 

   ハーバー使用料は各自負担とする。 

電話 0466‐25‐2211 

 

                              

本事業はスポーツ振興基金の助成を受けて実施します 

 以上 


