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2020 関西４７０選手権大会 

 
2020 関西女子４７０選手権大会 

 
 
期   間: 2020 年 10 月 17日（土）～ 10 月 18日（日） 
 
場   所: 新西宮ヨットハーバー 
 
共同主催: 関西４７０協会 兵庫県セーリング連盟 
 
後   援: 関西学生ヨット連盟、B&G 兵庫ジュニア海洋クラブ 
 
協   力: 新西宮ヨットハーバー株式会社 
 
 

レース公示（NOTICE OF RACE） 

 

 新型コロナ感染拡大の状況によっては中止する場合もある。 

 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りますことをご理解ください。 

 通常のフリートレースと同じく、開会式・閉会式は行わない。 

 表彰式は新西宮ヨットハーバーにて、対象選手のみで行う。 

 艇⾧会議及びブリーフィングは行わないか、行う場合Zoom（前日までに連絡予定）で行う。 

 

 今大会は選手への連絡方法として、LINEオープンチャットを使用します。 
下記、大会LINE オープンチャットにご参加ください。 
※ 1 艇最低1名は参加 

 
  

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

 
※ 関西470 選手権LINE オープンチャットには、大会3 日前にはご参加ください。 
※ LINE にご参加できない場合、大会4日前までにメール連絡ください。 
※ LINE はOA やレースコミッティからの発信や出着艇などの連絡用として使用予定です。 
※ LINE オープンチャットで使用するプロフィール名は大会参加の識別番号でお願いします。 
（ヘルムスマン 登録例:1_h 、 クルー登録例:1_c 、 支援艇 登録例:団体名_s1 、 団体名_s2） 
※ LINE オープンチャットでの質問・問い合わせはご遠慮ください。 

 

レース公示（NoR）の規則での [DP] の表記は、その規則の違反に対するペナルティーを、プロテスト委員会の裁量により、失格より

軽減することができることを意味する。 

 

 
 



1. 規則 

1.1. 本大会は、2017-2020 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. 規則42 違反に対し付則Ｐを適用する。 

1.3. 本大会のすべての規則を決定するのは次の通りとする。 

1.3.1. [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。レース委員会は抗議すること

もでき、その場合に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。 

1.3.2. [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。これは規則60.1(a)を変更している。 

 

2. 参加資格と参加申込 

2.1. 新型コロナ感染症拡大防止についての参加条件 

2.1.1. 大会関係者（運営・選手）は、大会2週間前から体温測定をし、当日も平温であれば参加可能。 

2.1.2. 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。 

● 体調がよくない場合（例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 

● 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。 

● 過去 14 日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、地域等への渡航又は当該在住者との濃

厚接触がある場合。 

2.1.3. マスクを持参すること（陸上で競技を行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） 

2.1.4. こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒の実施。 

2.1.5. 他の参加者、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／障がい者の誘導や介助を行う場合を除

く） 

2.1.6. 大会開催中は大きな声での会話、応援等をしないこと。 

2.1.7. 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。 

2.1.8. 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かに濃厚接触者の有無

等について報告すること。 

2.1.9. 兵庫県新型コロナ追跡システムを採用する。各選手、支援者は大会3 日前までに兵庫県セーリング連盟ホームページに

掲載される 『兵庫県新型コロナ追跡システム』 の QRコードを読み取り、登録を行うこと。 

2.2. 参加資格 

2.2.1. 2020 年度 (公財) 日本セーリング連盟メンバーであること。 



2.2.2. 2020 年度 日本４７０協会 会員であること。 

2.2.3. 国際４７０級 関西女子選手権の参加者は女子であること。 

2.3. 参加申込 

2.3.1. 1 艇につき2 名のエントリーとし、ヘルムスマンの交替は認めない。 

2.3.2. 参加申し込みは、 2020 年 10 月10 日（土）までに兵庫県セーリング連盟ホームページより web でエントリーを行うこと。 

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

なお、（公財）日本セーリング連盟メンバーであることを証明する書類（メンバーカード複写または、会費支払い済 

証明書の写し等）については、メールにより 10月10日（土）締切期日までに送付すること。 

（ただし、8/29-30 に行われる予定だったときと同メンバーで参加申し込みをした方ですでに提出済みの方は免除する。） 

提出先: E-mail : hsaf.race[at]gmail.com  （[at]を＠に変換して送信してください。） 

兵庫県セーリング連盟  奥村 俊宜 
 

2.3.3. 参加料は、2020 年 10 月 12日（月）12:00 までに下記要領で所定の口座に振り込むこと。 

（ただし、8/29-30 に行われる予定だったときと同メンバーで参加申し込みをした場合は、web エントリーの際に支払を行った

日を 『備考欄』 に記載しておくこと。） 

振 込 先  三井住友銀行  伏見(ﾌｼﾐ)支店 (普)１７４７３２０ 

名 義:兵庫県セーリング連盟  レース委員会  委員⾧  奥村 俊宜 

(ﾋｮｳｺﾞｹﾝｾｰﾘﾝｸﾞﾚﾝﾒｲ    ﾚｰｽ   ｲｲﾝｶｲ  ｲｲﾝﾁｮｳ ｵｸﾑﾗ ﾄｼﾉﾌﾞ) 

振込方法   参加料の振込みは、艇単位で行うこと。 

2.3.4. 問い合わせ先 

兵庫県セーリング連盟のＨＰ「お問い合わせ」ページから問い合わせください。 

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

2.4. 参加申込後の変更 

参加申込後、やむを得ない理由での乗員またはセールナンバーの変更は、書面にてレース委員会に提出（レース委員会 E-

mail : 470kansai-rc@googlegroups.com にリクエストフォームをメール添付。写メ可）とし、レース委員会が認めた場合は

変更を認める 。 

 

3. 参加料 



3.1. 必要な参加料は次のとおりとする。 

1 艇 10,000円 

参加料にはハーバー施設利用に伴う『施設利用料』は含んでいない。 

また、新西宮ヨットハーバー以外から艇を搬入する場合は、搬入期間を参加申込書に必ず記載すること。 

3.2. 施設使用料 

1 艇 1,000円／日とする。ただし、支援艇は2,750 円／日とする。 

新西宮ヨットハーバー以外から艇を搬入する方は、参加料振込時に施設利用料も含んで振り込むこと。 

 

4. 艇及びセール 

4.1. 艇は、オーナーが所有する艇でなければならない。ただし、レース委員会が承認した場合のみチャーター艇を認める。 

4.2. 複数の艇で同一のセール番号を用いてはならない。 

メイン・セールとスピンネーカーのセール番号は同一でなければならない。ハイフォン番号は認めない。 

4.3. [DP] レース委員会が準備した識別番号を、メイン・セールの上部にスターボード側を上にして、重ならないように付けなければ

ならない【添付図】。 なお、識別番号シールの受け渡しについては別途案内する。 

4.4. 識別番号表および識別番号割当表は、兵庫県セーリング連盟ホームページに掲載する。 

 

5. 日程 

5.1. レース日程 

日付  時刻 

Day1 受付登録 オンラインで行う 

最初の予告信号予定時刻 

 

0800-0930 hrs. 

1100 hrs. 

Day2 最初の予告信号予定時刻 

 

1100 hrs. 

5.2. レース数は6 レースとし、1 日の最大レース数は 3 レースとする。 

5.3. 最終日の予告信号は 1430 より後には発しない。 

 

6. 装備検査 



艇または装備は、規則78 に準じ、規則に従っていることを確認するために、いつでも検査されることがある。 

 

7. 帆走指示書 

帆走指示書は、兵庫県セーリング連盟ホームページにて事前に入手できる。 大会のその他の公式文書も帆走指示書と一緒に公

開される。 

 

8. コース 

帆走するコースは、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。 

 

9.  得点 

9.1. 付則A の低得点方式を適用する。 

9.2. 本大会の成立には、1 レースを完了しなければならない。 

9.3. 艇の総得点は、全てのレースにおけるその艇の総得点とする。ただし、5 レース以上のレースが完了した場合は、その艇の最も悪

い得点を除外したレース得点とする。これは、規則A2 を変更している。 

 

10.  [DP] 支援艇 

12.1. 支援艇を認める。但し、支援艇は登録を行うこととし、出艇・帰着時には、チェックイン・チェックアウトを行わなければならない。 

12.2. 支援艇は、予告信号からレース終了までの間レース艇およびレース委員会艇を妨害してはならない。 

12.3. 支援艇は、大会で生じる人身の傷害、死亡、または他の艇や参加者に対する損害賠償に対応するために十分な保険に加入

していなければならない。 

12.4. 支援艇は、密を避ける人数しか乗艇してはならない。（6m以下の場合、2～3 人） 

 

13. 賞 

13.1. １位から６位に賞状を、また、１位から３位に賞品を与える。ただし、女子選手権は１位のみとする。 

13.2. 本大会の上位の艇を 2020 年度 第49 回全日本４７０級ヨット選手権大会および 2020 年度 第34 回全日本女子４

７０級ヨット選手権大会に推薦する。ただし、スキッパーの現住所、勤務地、学校所在地または活動拠点が関西水域である

艇に限る。 



 

14. 責任の否認 

このレガッタの競技者、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4[レースすることの決定]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。 

 

15. 保険 

それぞれの参加艇は、大会で生じる人身の傷害、死亡、または他の艇や参加者に対する損害賠償に対応するために十分な保険

に加入していなければならない。 

 

16. 肖像権 

選手は、本大会に参加することにより、大会期間中の選手または本大会における選手の装備に関する動画、スチール写真および

撮影された映像またはその製版について、対価を求めることなく、主催団体に独自の判断で使用する権利を与えるものとする。主

催団体の承認なしでドローン等による動画撮影、インターネットへの動画投稿を禁止する。 
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エントリー番号 

【 添付図  】  エントリー番号 貼り付け位置 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

・スターボード側とポート側は、重ならないように貼る事。 
・１桁・２桁の場合は、右に寄せず真ん中に貼る事。   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

以下はレース公示に含まれない一般情報である 

 

（１） 主催者は選手・監督の宿泊の斡旋は行わない。 

 

西宮市近辺の宿泊施設 

 

宿泊施設名 住   所 電話番号 最寄り駅 

豊多屋ホステル 西宮市津門西口町2-25 0798-38-1586 ＪＲ   西 宮 

ホテル夕立荘 西宮市甲子園七番町19-3 0798-47-0185 阪神   甲子園 

中寿美花壇 西宮市新甲陽園5-2 0798-74-6121 阪急   甲陽園 

池田旅館 西宮市北口町3-21 0798-67-3208 阪急   西宮北口 

ホテル千歳 西宮市今津水波町2-2 0798-33-0339 阪急・阪神 今津 

東横イン阪神尼崎駅前 尼崎市御園町19 06-6416-1045 阪神   尼崎 

竹家荘旅館 尼崎市宮内町2-85 06-6411-2525 阪神   出屋敷 

尼崎セントラルホテル 
尼崎市昭和南通 4 丁目 30 番

地 
06-6411-5000 阪神   尼崎 

詳しくは、各施設にお問い合わせください。 

 

 

（単位：ｍｍ） 

470 級 （720） 
 

470 級（70） 
 



４７０級関西選手権上位入賞者（2001 年～） 
   

       

  優勝 ２位 ３位 

２００１年 奈良 充規 栗山 仁史 渡辺 哲夫 奥畑 直也 斉藤 淳也 山田 智之 

２００２年 田中 圭一郎 岩崎 健太郎 渡辺 哲夫 山田 真 鈴木 保仲 縄田 智之 

２００３年 吉迫 由香 佐竹 美都子 赤瀬 洋介 山近 宏 渡辺 哲夫 山田 真 

２００４年 渡辺 哲夫 柳川 祥一 渡辺 信也 岩崎 健太郎 合野 慶彦 杉田 絵美 

２００５年 吉迫 由香 北垣 順大 渡辺 信也 岩崎 健太郎 渡辺 哲夫 杉村 穂高 

２００６年 渡辺 裕俊 杉浦 弘明 市野 直毅 佐藤 翔 石川 利明 鈴木 保仲 

２００７年 松永 鉄也 上野 太郎 渡辺 哲夫 今村 公彦 石川 裕也 野呂 英輔 

２００８年 原田 龍之介 吉田 雄悟 阿部 幸久 山近 宏 冨岡 潤貴 内野 航太 

２００９年 市野 直毅 吉見 亮平 奈良 充規 中野 弘之 阿部 幸久 本吉 夏樹 

２０１０年 前田 弘樹 野呂 英輔 市野 直毅 吉見 亮平 ⾧橋 誠 田淵 靖浩 

２０１１年 市野 直毅 吉見 亮平 前田 弘樹 野呂 英輔 吉迫 由香 大熊 典子 

２０１２年 飯束 潮吹 八山 慎司 西尾 駿作 溝上 遣斗 出道 耕輔 安達 一希 

２０１３年 市野 直毅 大矢 勇輝 今村 亮 大嶋 龍介 宮川 英之 内野 航太 

２０１４年 市野 直毅 外薗 潤平 阿部 幸久 永井 俊之 武次 祐太郎 大矢 勇輝 

２０１５年 市野 直毅 出口 光良 今村 亮 大嶋 龍介 出道 耕輔 田口 西 

２０１６年 出道 耕輔 中川 大河 神木 聖 疋田 大晟 今村 亮 大嶋 龍介 

２０１７年 今村 亮  大嶋 龍介 仲山 好  仲山 景 濱本 唯人 橋口 修三 

２０１８年 田村 昂士 谷口 斉謙 濱本  唯人 岩城 拓海 藤本 知貴 誉田 智史 

２０１９年 上野 航 木下 雅崇 菅原 睦 増田 宏輝 池淵 砂紀 大野 将寿        
       

４７０級関西女子選手権上位入賞者（2010 年～） 
   

       

  優勝 ２位 ３位 

２０１０年 村濱 沙耶 板倉 広佳 後藤 沙季 西山 宏美 濱田 華帆 納庄 千尋 

２０１１年 吉迫 由香 大熊 典子 竹本 安希 上村 理紗 玉井 翠 原 風歌 

２０１２年 森山 啓花 川口 遙         

２０１３年 松浦朋美 中川千晶 柏原ゆり 廣田英恵 相澤こずえ 関友里恵 

２０１４年 -   -   -   

２０１５年 田中 美紗樹 高野 芹奈 山下 万理 本田 有咲 本田 美里 橋本 美咲 

２０１６年 小泉 志織 本田 有咲 村松 叶子 中村 美貴 畑 希里華 浦新 みなみ 

２０１７年 仲山 好  仲山 景 小泉 志織 本田 有咲 畑 希里華 石田 萌恵 

２０１８年 中井 冴香 福田 千紘 畑 希里華 石田 萌恵 村松 叶子 中村 美貴 

２０１９年 杉浦 悠 岩階 渚 藤尾 万唯華 伊東 里菜 中井 冴香 山本 咲 

 


