
 

２０２１年 セーリングスピリッツ級 関西選手権大会 
 

場  所  兵庫県西宮市 新西宮ヨットハーバー 
期  日  2021年 8月  28日（土）～ 8月 29日（日） 
主  催  セーリングスピリッツ協会 
後  援  兵庫県セーリング連盟 
協  力  新西宮ヨットハーバー 株式会社  

 

レ ー ス 公 示          

(ＮＯＴＩＣＥ ＯＦ ＲＡＣＥ) 

 

略語 

 【ＳＰ】レース委員会、またはテクニカル委員会が審問なしに標準ペナルティを適用することができる規則を 

意味する。これは規則63.1およびA5を変更している。当該委員会はその規則の違反を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ペナルティが決定される。 

【ＮＰ】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 規則 

1.1 本大会は、「セーリング競技規則 2021-2024」(以下「RRS」という)に定義された規則を適用する。 

1.2 ＲＲＳ付則Ｐを適用する。 

1.3 新型コロナの対策の為ための指針やガイドラインなどを実践する目的で、大会役員及び競技役員がとった合理的な行動は、

必要のない行動であったと後に判明したとしても、不適切な処置や不手際にはあたらない。 

 

2  帆走指示書 

2021年 8月23日（月）までに兵庫県セーリング連盟ホームページに公開する。 

 

3 コミュニケーション 

 3.1 公式掲示板については、ＬＩＮＥオープンチャットにて行う。 

3.2 【ＤＰ】[レース中][最初の予告信号からその日の最終レースまで]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。 

 

4 種 目 

セーリングスピリッツ級 
 
 

5 参加資格と参加申込 

5.1 参加資格 

(1) 2021年度 (公財) 日本セーリング連盟メンバーであること。 

(2) 2021年度（令和３年度）セーリングスピリッツ級 年度登録が完了している艇であること。  
 
5.2 参加申込 

(1) 1艇につき2名のエントリーとする。 

(2) 参加申し込みは、 2021年 8月22日（日）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。レイトエントリーは受付けない。 

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

（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等）については、 

メールにより8月22日(日)締切期日までに送付すること。 

 

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 
 

 

 

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


(3) 参加料は、2021年 8月 23日（月）12：00までに下記要領で所定の口座に振り込むこと。 
 

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 単位で行うこととし、スキッパー氏名を付けること。 

 

(4) 問い合わせ先 

セーリングスピリッツ協会  

 E-mail : ss[at]jsaf.or.jp（[at]を＠に変換して送信してください。） 

 

5.3 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、書面をもってレース委員会に申し出ることとし、

レース委員会が認めた場合は変更を認める 。 
 

6 参加料 

6.1 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。 

6.2 施設使用料 

艇を搬入する場合の施設使用料           １艇  １，０００円/日 

支援艇の施設使用料                １艇  ２，７５０円/日 

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。 
 

7 大会中止の条件 

7.1 新型コロナウイルス等の感染症蔓延防止対策で、行政機関より中止. 延期を指示または勧告された場合。 

7.2 大会開始後、参加者が新型コロナウィルス等の感染が判明した場合、参加者全体の安全を確保するため大会を中止、 

または打切りする場合がある。 

7.3 レース公示 7.1の理由により大会が中止となった場合、参加料より必要経費を差し引いた金額を返金する。 

7.4 エントリー数が５艇未満の場合。ただし、５艇未満の時は『合同練習会』を開催する。 

   合同練習会の場合の諸費用はレース公示6.1、6.2のとおりとする。 
 

8 艇及びセール 

8.1 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。 

8.2 2021年度（令和３年度）セーリングスピリッツ級 年度登録が完了し艇に2021年度 クラス・デコールを正しく 

艇体に貼付してあること。 

8.3 セール番号と艇体番号は同一でなくても構わない。 

8.4 複数の艇で同一のセール番号を用いてはならない。 

 

9 レース日程 

9.1 受  付 8月 28日（土）  8：00 － 9:30（兵庫県セーリング連盟 コンテナ前） 

9.2 艇長会議    8月 28日（土）  9：40    ※実施方法については改めて公示する。 

9.3 レース日程とレース数 

日  程 レ ー ス 数  

8月  28日(土) ５ レース 

8月  29日(日) ３ レース 

合 計 ８ レース 

 



9.4 最初のスタートの予告信号の予定時刻 

8月 28日（土） 11:00 最初の予告信号の予定時刻 

8月 29日（日） 10:30 最初の予告信号の予定時刻 

9.5  8月 29日 (日)は、14:30より後には予告信号を発しない。 

9.6 表彰式 

 8月 29日(日)最終レース後に対象者のみで行う。 

 

10 開 催 地 
  【添付図Ａ】は、レガッタ・ハーバー及び、レース・エリアの場所を示す。 

新西宮ヨットハーバー  〒662-0934 兵庫県西宮市 西宮浜4−16−1 

Tel：0798-33-0651  web：http://www.sinnisi-yh.co.jp/ 

 

11 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。 

 

12 得点 

12.1 本大会の成立には、1レースを完了しなければならない。 

12.2 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、4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。 

 

13 【ＮＰ】【ＤＰ】支援艇 

13.1 支援艇を認める。但し、支援艇は、大会受付時に登録を行うこととし、出艇・帰着時には、出艇・帰着申告を 

行わなければならない。 

13.2 支援艇はレース委員会が支給する『ピンク旗』を掲揚しなければならない。 

13.3  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大会運営艇を妨害してはならない。 

13.4 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。 

 

14 賞 

１位から３位に賞品を与える。 

 

15 責任の否認 

このレガッタの競技者・支援者は自分自身の責任で参加する。規則３（レースをすることの決定）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身体傷害、COVID-19もしくは死亡による 

いかなる責任も負担しない。 
 

16 【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、同等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。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。 

 

17 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。 

 

18 【ＮＰ】【ＳＰ】新型コロナウィルス等感染予防対策 
選手及び支援者は兵庫県セーリング連盟のＨＰにて入手できる「新型コロナウィルス等感染予防に関するガイド・ライン」に 

従わなければならない。 

 

19.その他 

19.1 チャーター艇を２隻 用意する。チャーター料 １艇 １０，０００円  

   チャーター艇は先着受付とし、チャーター希望者は下記のアドレスへ連絡すること。 

 

E-mail : h s a f . r a c e [ a t ] g m a i l . c o m  （[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 

http://www.sinnisi-yh.co.jp/


40 

エントリー番号 

 

 

 
 

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

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 

ホテルリブマックス西宮  西宮市本町5-29 0798-26-0440 阪神   西 宮 

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。 

 

 

 

新西宮ヨットハーバー 

 

レースエリア 

新西宮ヨットハーバー 

〒662-0934 兵庫県西宮市西宮浜4-16-1 

【 添付図 Ａ 】  開 催 地 



セーリングスピリッツ級関西選手権上位入賞者（2001年～） 
  

       

  優勝 ２位 ３位 

２００１年 石合 百合子 斉藤 茜 小川 智子 野口 麗香 播島 忍 小野澤志保 

２００２年 小林 愛 藤田 祐子 小川 智子 野口 麗香     

２００３年 稲村 健太郎 布野 泰志 吉村 江利 山内 こころ 島本 暁子 橋本 めぐみ 

２００４年 岡田 尚子 福井 慎奈美 吉川 ひかり 岡崎 智子 稲井 裕美 宮田 愛子 

２００５年 吉川 ひかり 岡崎  智子 榊原 由香 生田 真紀子 島本 暁子 橋本 めぐみ 

２００６年 島本 暁子 児玉  弥生 中村 宗子 細井 悠子 吉川 ひかり 弘岡 明菜 

２００７年 伊藤 瑠美 佐々木 敬 笹川 将生 檜皮 昇太 島本 暁子 児玉 弥生 

２００８年 田畑 和歌子 安田  真世 高橋 友里 矢野 美晴 吉川 ひかり 黒木 洵美 

２００９年 新谷 繁美 矢野  美晴 稲井 裕美 宮田 愛子 花岡 有為子 松尾 圭悟 

２０１０年 神木 優 児玉 弥生 野田 梨恵 加藤 マリ 伊藤 淳子 渡邉 絵里 

２０１１年 新谷 繁美 矢野 美晴 小泉 颯作 小泉 維吹 伊藤 淳子 渡邉 絵里 

２０１２年 伊藤 淳子 渡邊 絵美 高橋 友里 田村 愛子 宮川 惠子 栗栖 佐和 

２０１３年 宮川 惠子 栗栖 佐和 内冨 明渚 高橋 美晴 高橋 友里 田村 愛子 

２０１４年 宮川 惠子 出崎 巧輝 松永 貴美 渡邉 絵美 波田地 由佳 板倉 広佳 

２０１５年 伊藤 有希 渡邉 絵美 平岡 沙希 西尾 知美 宮川 惠子 栗栖 佐和 

２０１６年 中       止 

２０１７年 中       止 

２０１８年 山本 佑莉 木村 沙耶佳 伊藤 有希 日比野 絵美 中澤 暁子 亀井 雪代 

２０１９年 中       止 

２０２０年 新型コロナウィルス感染症 蔓延対策により   中   止 

 


