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第 12 回 ”海の甲子園” ユースセーリングカップ
2022 西宮セーリングカップ
(2022 川上宏 メモリアル)
期

間: 2022 年 8 月 27 日(土) ～ 8 月 28 日(日)

場

所: 兵庫県西宮市 新西宮ヨットハーバー

共同主催: 兵庫県セーリング連盟、セーリングスピリッツ協会、”海の甲子園”実行委員会
後

援: 公益財団法人日本セーリング連盟（承認番号:2022-16）
兵庫県阪神南県民センター、西宮市、西宮市教育委員会、神戸新聞社、西宮商工会議所、
西宮戎ライオンズクラブ、西宮市セーリング協会、関西学生ヨット連盟（すべて予定）

協

力: 新西宮ヨットハーバー株式会社（予定）

特別協賛: 古野電気株式会社（予定）
協

賛: ヤンマー舶洋システム株式会社、西宮戎ライオンズクラブ、株式会社ベイワークス、菱神運輸株式会社、
オクムラボート販売株式会社、コスモマリン株式会社、ゆうこうマリン株式会社、
学校法人大前学園 西宮甲英高等学院、株式会社アスリートビズ（すべて予定）

NOTICE OF RACE（レース公示）
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、LINE オープンチャットにご参加ください。
※ 1 艇最低 1 名

URL: https://301.run/r/uminokoushien

※ 「海の甲子園 2022」LINE オープンチャットには、大会 4 日前にはご参加ください。
※ レースコミッティからの発信や出着艇などの連絡用、オンライン公式掲示板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以下のようにお願いします。
クラス:国際４２０級 ⇒ 420

レーザーラジアル級 ⇒ LR

セーリングスピリッツ級 ⇒ SS

国際４２０級、レーザーラジアル級はクラス_識別番号、セーリングスピリッツ級はクラス_セール番号
（ヘルムスマン 登録例:420_1_h、LR_2、 クルー登録例:SS_28_c 、 支援艇 登録例:団体名_s1）

※ 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。
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1. 規則
1.1.

本大会は、2021-2024 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.

付則Ｔを適用する。

1.4.

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) [DP] 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。
(2) [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。
(3) [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、8 月 19 日(金)までに兵庫県セーリング連盟ホームページで公開する。

3. コミュニケーション
オンライン公式掲示板は、
「海の甲子園 2022」 LINE オープンチャットを使用する。

4. 参加資格と参加申込
4.1.

種目
● “海の甲子園” ユースセーリングカップ
少年男子 国際４２０級、少年女子 国際４２０級
● 西宮セーリングカップ
成年女子 セーリングスピリッツ級、成年女子 レーザーラジアル級
少年男子 レーザーラジアル級、少年女子 レーザーラジアル級
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4.2.

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）は、大会 7 日前から体温測定をし、当日も平温であれば参加可能。
(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 7 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。
(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）
(4) こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒の実施。
(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）
(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) 大会終了後 7 日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。

4.3.

参加資格
(1) 2022 年度 (公財) 日本セーリング連盟メンバーであること。
(2) スポーツ安全保険もしくは同等の第三者賠償責任保険に加入していること。

4.4.

参加申込
(1) セーリングスピリッツ級、国際４２０級は 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) セーリングスピリッツ級、国際４２０級については、少年男子、少年女子、成年女子以外の組み合わせについても
参加を認めるが、表彰対象としないオープン参加とする。
。
(3) レーザーラジアル級は 1 艇につき 1 名のエントリーとする。
(4) 参加申込は、 2022 年 8 月 15 日(月)12:00 までに下記 URL 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

URL: https://forms.gle/zXioG7QkxFbCaLP66

(5) （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（メンバーカード写し）についても、メールによ
り 8 月 15 日(月)12:00 までに送付すること。
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提出先: E-mail : hyogosailingaf.race@gmail.com
兵庫県セーリング連盟 レース委員会 米谷 淳

5. 参加料
5.1.

必要な参加料は次のとおりとする。
クラス

エントリー

セーリングスピリッツ級

10,000 円

国際４２０級

10,000 円

レーザーラジアル級

7,000 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。
新西宮ヨットハーバー以外から艇を搬入する場合は、搬入期間をオンラインエントリーフォームに必ず記載すること。
5.2.

施設使用料
1 艇 880 円（税込）／日とする。ただし、支援艇は 2,200 円（税込）／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。

5.3.

参加料振込先
振込先 三井住友銀行 甲子園口支店 普通 ３８４６７２８ 海の甲子園実行委員会
※1 艇分振込の場合

セール番号 ＋ 振込者名 を入力ください。

例 : 28 ヒョウゴタロウ
※複数艇分一括振込の場合

団体名 を入力ください。

振込団体名は、こちらで判断できる表示名でお願いします。
例 : 3 〇〇〇〇ケン （3 艇 〇〇県）
複数艇分一括振込、施設使用料込の振込の場合には、振込金額の内訳をメールにてお知らせください。
連絡先: E-mail : hyogosailingaf.race@gmail.com
兵庫県セーリング連盟 レース委員会 米谷 淳
参加料は、2022 年 8 月 15 日(月)14:00 までに振込をお願いします。

6. 【NP】
【DP】広告
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艇は、主催団体により選択され提供された広告を表示するよう要求されることがある。

7. 艇及びセール
7.1.

セーリングスピリッツ級
(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。
(2) 艇は、2022 年度セーリングスピリッツ級年度登録を完了していなければならない。
(3) セール番号と艇体番号は同一でなくても構わない。当該両艇の年度登録は必要。
(4) 複数の艇で同一のセール番号を用いてはならない。

7.2.

国際４２０級
(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。
(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。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。
(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。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) 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及び LINE オープンチャットに掲載する。

7.3.

レーザーラジアル級
(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。
(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。
(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。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) 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及び LINE オープンチャットに掲載する。

8. 日程
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8.1.

レース日程
日付

時刻
Day0 8 月 26 日(金)

受付

1300-1600 hrs.

Day1 8 月 27 日(土)

受付

0900-0950 hrs.

選手ブリーフィング

1000-1020 hrs.

最初の予告信号予定時刻

1120 hrs.

選手ブリーフィング

0850-0900 hrs.

最初の予告信号予定時刻

1000 hrs.

表彰式

1600 hrs.（予定）

Day２ ８月２８日(日)

8.2.

8 月 26 日(金)、27 日(土)の受付場所は別途案内する。

8.3.

レース数は 6 レースとし、1 日の最大レース数は 4 レースとする。

8.4.

最終日の予告信号は 1230 hrs. より後には発しない。

9. 欠番

10. 開催地
【添付図 A】はレース・エリアの場所を示す。

11. コース
帆走するコースは、トラペゾイド・コースもしくはウインドワード/リーワード・コースとし、具体的には SI に記載する。

12.

得点

12.1.

大会の成立には、1 レースを完了することが必要である。

12.2.

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 レース以上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。

13. [DP] 支援艇
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13.1.

支援艇を認める。但し、支援艇はオンラインエントリーフォームで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。
支援艇エントリーフォーム

13.2.

URL : https://forms.gle/dwtLh1UEFQNy8f9v8

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が、レース委員会ま
たは主催団体の指示により、必要に応じて救助艇として行動しなければならない。

13.3.

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。

14. リスク・ステートメント
規則 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。

15. 肖像権、カメラ及び電子機器
15.1.

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。

15.2.

艇は、主催団体により指定されたカメラ、音響機器及び測位機器を、クラス規則 C.5.1(a)(3) に従って搭載するよう
要求されることがある。

16. 賞
16.1.

“海の甲子園” ユースセーリングカップおよび西宮セーリングカップの種目別に、１位から 3 位の艇を表彰する。

17. 問い合わせ先
兵庫県セーリング連盟のホームページ「Contact」ページより問い合わせください。
URL: http://www.jsaf.or.jp/hyogo/contactus.html
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以上

【添付図 A】 レース・エリア

新西宮ヨットハーバー

レース
エリア

