
２０１６年度 九州学生新人ヨット選手権大会（団体戦） 

共同主催 ： 九州学生ヨット連盟 鹿児島県セーリング連盟 
主  管 ： 鹿児島国際大学 
大会期間 ： ２０１６年 3 月１１日（金）～３月１３日（日） 

開 催 地 ： 鹿児島市平川町６２４７ 鹿児島県平川ヨットハウス 

競技種目 ： 国際４７０クラス、国際スナイプクラス  

レース公示 

1   規則 

1.1  本大会はセーリング競技規則 20１３－20１６（以下規則という）に定義された「規則」を適用する。 

1.2  「全日本学生ヨット連盟規約」を適用する。（全日本学生ヨット連盟関係規約等はウェブサイトで確認できる） 

1.3  「４７０級学連申し合わせ事項」、「スナイプ級学連申し合わせ事項」を適用する。 

1.4  SCIRA 公式ルールブックの「国内選手権および国際選手権大会運営のための運営規則」は適用しない。 

1.5  規則 42 違反に対し、付則 P を適用する。 

2   広告規定 

2.1  主催団体は参加大学に対し、艇体に大学名（３文字）シールを貼付することを要求する。 

2.2  既に、艇体両サイドに自校大学名（３文字）を貼付している場合は、新たに貼付する必要はない。 

3 資格及び参加 

3.1  出場する大学は以下の項目を満たしてなければならない。 

 １クラス 3 艇のエントリーができる大学であること。但し、1 クラス 3 艇に満たない大学はオープン参加として出

場できる。 

3.2  参加各艇の乗員は以下の項目を満たしていなければならない。 

(a) ２０１5 年度（公財）日本セーリング連盟メンバーであること。 

(b) 九州地区の全日本学生ヨット連盟加盟校の選手であること。 

(c) 全日本学生ヨット連盟規約第 6 条を満たしていること。 

(d)  ４７０クラス乗員は、日本 470 協会の 20１５年度団体登録を完了している大学ヨット部に所属し、添付の参

加申込みメンバー表に記載された者。 

(e)  スナイプクラス乗員は、20１６年 SCIRA 会員登録を完了し、添付の参加申込みメンバー表に記載された者。 

(f)  ２０１６年 4 月にその大学に入学が決まっている高校生で親の同意書がある者。 

3.3  参加艇は以下の項目を満たしていなければならない。 

(a)  自校所有艇であること。但し、主催団体の承諾を得た場合は、チャーター艇も可とするが、艇は各自で手配する

こと。 

(b)  470 クラスの艇は、日本 470 協会の 20１５年度団体登録を完了している大学ヨット部に所属している艇であ

ること。 

(c)  スナイプクラスの艇は、201６年 SCIRA 登録を完了していること。 

3.4  使用セールは以下の項目を満たしていなければならない。 

(a)  自校所有セールであること。 

(b) 同一のセール番号ではないこと。 

(c)  計測済み（計測員のサインまたはスタンプが押してあること）であること。公示 7.3 を参照。 

(d)  参加申込み時に登録されているセールであること。 

(e)  予備セールは各校各クラスにつき 1 セットを認めるが、参加申込み時に登録されているセールであること。 

3.5  艇番号とセール番号の一致及び、470 クラスのメインとスピネッカーのセール番号の一致について 

(a)  スナイプクラスの場合、参加登録艇の艇番号と相違するセール番号を登録または使用する場合、そのセール番号

に一致する艇を所有していることの証明（計測証明書）が必要となる。また、470 クラスで、予備セールを使用

する場合は、艇番号とセール番号の一致は問わない。 

(b) 470 クラスにおいて、予備セールを使用する場合、メインとスピネッカーのセール番号は必ずしも一致する必要

はない。但し、交換後可能な限り速やかにレース委員会へ申し出ること。 

 



3.6  参加資格のある艇及び乗員は、添付の書式を完成させ、参加料及びその他の費用と共に、平成 2８年３月６日必着

までに郵送・送金することにより参加申込みをすることができる。 

4  参加料 

4.1  参加料は次のとおりとする。（４７０クラス・スナイプクラスともに同額） 

      団体戦参加１艇  1０，０００円  

4.2 その他の費用 

ハーバー使用料 1 艇 1 日５００ 円（水道使用料） 

5 日程 

5.1  受付、艇長会議、開会式                  

      ３月 11 日（金） 受付 １３：0０～１５：００ 

               艇長会議       １５：３０～１５：５０ 

                    開会式        １６：００～１６：３０ 

                

5.2  レース日程 

       日  付      ４７０クラス     スナイプクラス    

３月１２日（土）    レース日         レース日 

3 月１３日（日）    レース日        レース日 

5.3  レース数 

        クラス          予定 レース数      1 日あたりのレース予定数 

        ４７０クラス         ６          ３ 

        スナイプクラス           ６                     ３ 

    1 日最大 4 レースを実施することがある。 

5.4  各レース日における最初のレースのスタート予告信号予定時刻は１0：００とする。 

5.5  大会最終日は１３：００を越えて予告信号が発せられることはない。 

5.6  表彰式及び閉会式                       ３月１３日 1５：０0～1６：０0 

6  登録 

6.1  参加申込みをした大学（艇・乗員含む）は大会本部で受付（登録）を完了させることによりレースに参加できる。 

6.2  受付（登録）時に提出する書類（原本）は下記のとおりとする。 

① 学生証                

② ＪＳＡＦ会員登録証 

③ 日本４７０協会 201５年度団体登録書（４７０協会ウェブサイトで確認） 

④ 201６年ＳＣＩＲＡ会員登録証（当日受付可） 

⑤ バッジテスト資格登録証 

⑥ 計測証明書  

⑦ 支援艇出走願い書（必要な大学のみ）  

7  計測 

7.1   レース委員会は、スナイプクラスのデコール貼付を確認することがある。 

7.2   大会期間中、レース委員会は随時、艇または装備の検査をすることがある。 

7.3  セールについては、過去のものであってもサインまたはスタンプ等があれば計測済みであることを認める。レー

ス委員会は、随時、計測合格のサインまたはスタンプを確認することがある。 

7.4  サインまたはスタンプがないセールは計測できる。1 セット１，０００円とする。（申し込み時に連絡すること） 

8  安全規定 

8.1  乗員は、出艇から帰着まで、適正なライフジャケットを着用しなければならない。 

8.２  参加艇は、レース中曳航用ロープを搭載しなければならない。 

スナイプクラス  : 直径８㎜以上、長さ 1５ｍ以上のロープ 

４７０クラス   ：直径 8 ㎜以上、長さ 10ｍ以上の水に浮くタイプのロープ 

9  帆走指示書 

   帆走指示書は、受付時に配付する。 



10  開催地 

10.1 大会会場（別添図１に示す） 

       鹿児島県平川ヨットハウス 

 〒 891-0133 鹿児島市平川町浜平川 6247 

ＴＥＬ／ＦＡＸ  ０９９－２６１－２７１０  

10.2  レース海面は鹿児島県平川ヨットハウス沖に設置する。詳細は帆走指示書に示す。 

11  コース 

   帆走するコースはトラペゾイドコースとする。 

    詳細は帆走指示書に示す。 

12  得点 

12.1  大会の成立には、１レースを完了することが要求される。 

12.2  艇の得点は、完了した全てのレースの得点の合計とする。 

12.3  各クラスにおける各チームの得点は 3 艇の合計得点とする。 

12.4  総合得点（両クラスに出場した大学のみ）は 6 艇の合計得点とする。 

12.5  チーム得点がタイとなった場合は、規則付則 A8.1 及び A8.2 の文中の「艇」を「チーム」に置き換えて解く。 

13  支援艇 

   支援艇は、受付（登録）時に大会本部に届け出なければならない。 

14  無線通信 

14.1  艇はレース中、全ての無線機器（携帯電話含む）を所持、搭載してはならない。 

14.2  支援艇は、レース・コミッティー・ボート及びプロテスト・ボートの無線を傍受してはならない。但し、レー

ス・コミッティー・ボートに数字旗 8 が掲揚された場合はこの限りではない。 

15  賞  

（a） 団体戦 

  各クラス 1～3 位・・・・・賞状を授与する 

（b）団体総合 

    1～3 位・・・・・賞状を授与する。 

16  免責 

   競技者は完全に自らのリスクで大会に参加する。規則 4（レースをすることの決定）を参照。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身体傷害若しくは死亡によるいかなる責任も負担しない。 

17  保険 

   競技者は、大会期間中有効な傷害保険に加入していなければならない。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

※ 参加申込先  

    〒８９０－００３１  鹿児島県鹿児島市武岡５丁目５－７ 

               鹿児島国際大学  有留 彰吾 

               連絡先 ０８０－１７９３－３８１５ 

               E-Mail  as131517@stu.eco.iuk.ac.jp 

振込先 

南日本銀行 谷山支店 普通預金 口座番号：１１６７１３９ 

鹿児島国際大学学友会 ヨット部 会計 有留彰吾 

（かごしまこくさいだいがくがくゆうかい よっとぶ かいけい ありどめしょうご） 

※添付書類一覧 

添付書式Ａ：参加申込書・・・・・・・参加申込み時に提出 

添付書式Ｂ：メンバー表・・・・・・・参加申込み時に提出 

添付書式Ｃ：支援艇出走願い書・・・・参加申込み時に提出 

 

 



 

※ 艇の搬入搬出について 

① 搬入・搬出は参加申込書に記入し、事前に届出すること。 

② 3月１１日までの平川ヨットハウス 開門時間  ９：００   閉門時間 １８：００  

（レース期間中の開門・閉門時間はこれに限らない：１２日～１３日） 

 

 

別添図 1 大会会場及びレース海面 

 

 

 

 

 


