2018 年度

東日本 420 級選手権大会

（2019 年 420 級世界選手権日本代表チーム選考対象レース）

レース公示
本大会は、ASAF Sailing Cup JSAF Enoshima Olympic Week 2018 の大会運営の中で実施さ
れるものであり、NOR、SI の日本語版と相違がある場合には、英文を優先するものとす
る。
主

催 ： 日本 420 協会

大会運営

： 神奈川県セーリング連盟

大会期間

：

開 催 地 ：

2018 年 9 月 22 日（土）～9 月 24 日（月）
江の島ヨットハーバー
所在地

〒251-0036

神奈川県藤沢市江の島１－１２－２
電

話 0466-22-2128

HP: http://www.s-n-p.jp/enoshima-yacht-harbor/
競技種目
1

： 国際 420 級

規則
1.1 本大会はセーリング競技規則(RRS)2017-2020 に定義された「規則」を適用する。

2

参加資格
2.1 2018 年度（公財）日本セーリング連盟メンバーであること。
2.2 2018 年度日本 420 協会メンバー登録を必要とする。
2.3 男女混合でエントリーした艇は、男子種目にエントリーしたとみなす。
2.4 申込期日までに参加申込みを完了した者であること。
2.5 参加者が未成年の場合には親権者の承諾を得ている者。
（承諾書に親権者の署名・捺印の上、申込み時に 420 協会へ郵送すること）

3

参加申込および参加料
送信に関する不受理等の支障は、参加者の責任である。
3.1 参加料及び申込期日

： ２２，０００円／1 艇

８月２０日まで

レイトエントリー

２５，０００円

コーチ・サポートボート

３，０００円

追加のコーチ、サポーター ３，０００円（１名につき）
レイトエントリー

５，０００円

エントリーフィーには、期間中の艇置料、シャワー代（コーチ含む）が含まれる。
サポートボートの艇置料は別途、港湾事務所にて支払うこと。一旦納入した参加料は、
レースへの参加取り消し、レースの中止などいかなる理由があっても返金しない。
3.2 参加資格のある艇は、大会 web サイトにアクセスし、エントリー登録をする。
〈エントリーweb サイト URL〉https://www.jeow.org/online-entry
3.3 参加料の支払いは銀行振込で受け付ける。（詳細は大会 web サイト参照）
銀行振込方法
〈参加料送金先〉 送金手数料は参加者が負担すること。
金融機関

三菱ＵＦＪ銀行

支 店 名

五反田支店

口座番号

普通

口座名義

エノシマセーリング

※1 艇分振込み E

（店番 537）

０５３６５５０
と Sail No.

カトウ

マサコ

と スキッパー名をご入力ください。

例：E42000 ﾖﾝﾆｰﾀﾛｳ
※1 艇分振込+サポート艇 E とｻﾎﾟｰﾄ人数とＳと Sail No.とスキッパー名をご入
力ください。
例：E1Ｓ42000 ﾖﾝﾆｰﾀﾛｳ（ｻﾎﾟｰﾄ艇１艇の場合）
※複数艇分一括振込 A と艇数と団体名 をご入力ください。
例：A3〇〇〇高校 （3 艇参加の場合）
※複数艇分一括振込+サポート艇
A とｻﾎﾟｰﾄ人数とＳと艇数と団体名をご入力ください。
例：A2Ｓ3〇〇〇高校

（ｻﾎﾟｰﾄ艇 2 艇と 3 艇参加の場合）

エントリーサイト：大会ＨＰ http://www.jeow.org/
＊親権者承諾書（Excel）は、420 協会ＨＰよりダウンロードし、申込みと同時に
420 協会へ必ず郵送すること。
4

計測
4.1 参加艇は、計測証明書を持参すること。艇及びセール・搭載物品についてクラスルー
ルに適合する状態に保つことは乗艇者の責任である。
4.2 レース委員会は、これまでの計測に合格した艇であっても、大会期間中、艇または装
備の検査をすることがある。

5

レース日程
5.1 レース日程
9 月 21 日（金）

17：00

ウェルカムパーティー

9 月 22 日（土）

08:00～09:00

受付

ハーバー内 大会本部

09:00

開会式

ハーバー内艇置場

引き続き

ブリーフィング

10:25

最初の予告信号予定時刻

TBA
9 月 23 日（日）

TBA

最初の予告信号予定時刻

9 月 24 日（月）

TBA

最初の予告信号予定時刻

TBA

閉会式

ハーバー内艇置場

5.2 一日当たりの最大レース数は４レースとする。
5.3 9 月 24 日（月）は 13：30 より後の予告信号は発せられない。
6

帆走指示書の交付
帆走指示書は大会受付時、及び大会ＨＰで入手することができる。

7

レース・エリア
江の島ヨットハーバー沖合

8

コース
トラペゾイドコース、ソーセージコースのいずれかとする。
詳細は帆走指示書にて指示する。

9 レースの数及び成立と得点
9.1 得点方式は、次の通りとする。
低得点方式を適用する。
9.2 レースは 8 レースを予定している。大会が成立するためには、1 レースを完了するこ
とを必要とする。
9.3(a)3 レース未満しか完了しなかった場合、艇のシリーズの得点はレース得点の合計
とする。
(b)3 レース以上完了した場合、艇のシリーズの得点は、最も悪い得点を除外したレ
ース得点の合計とする。

9.4 参加艇数が 15 艇以下で 3 レース未満の場合、「2019 年 420 級世界選手権日本代表選
手派遣選考対象レース」の対象レースとはならない。
10

支援艇

10.1 支援艇は、受付時に登録しなければならない。
10.2 支援艇は、安全に関わるものを除き、レース中の艇に対して支援行為をおこなって
はならない。
10.3 支援艇は、レース委員会から救助および曳航の要請があった場合、これに応じなけ
ればならない。
11

無線通信
緊急の場合を除き、レース中の艇は、無線の送信、すべての艇が利用できない無線通
信の受信もしてはならない。またこの制限は、携帯電話・タブレット端末にも適用さ
れる。

12

賞

12.1 総合１位～3 位には賞を授与する。
12.2 女子 1 位(参加数 3 艇以上)、2～3 位については参加艇数に応じて授与する。
12.3「2019 年 420 級世界選手権大会日本代表チーム選考方針」に従い、420 級上位の艇に
2019 年 420 級世界選手権の出場権を与える。
13

責任の否認
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障害若しく
は死亡によるいかなる責任も負わない。

14

保険
競技者は、有効な傷害保険と賠償保険に加入していなければならない。

15

ドーピングコントロール
ドーピングコントロールは、世界アンチ·ドーピング規程に従って行われる。またド
ーピング検査は、大会会場で行うことがある。20 歳未満の日本人参加選手はドーピ
ング検査に対する親権者の同意書を日本セーリング連盟への提出していること。
（定型の書式は日本アンチ・ドーピング機構の web サイト、また大会 web サイトから
取得可能）

16

問合せ先
大会全般に対する問い合わせ先
名称

日本４２０協会

住所

神奈川県三浦郡葉山町一色１４７３－４

電話

090-4722-3083

Ｅメール

事務局

青山義弘

yachties@extra.ocn.ne.jp

連

絡

事

項

以下は、レース公示に含まれない（規則に該当しない）追加事項である。
A)

艇の搬出入
（１）艇の保管期間 9 月 21 日（金）～9 月 24 日（月）
（２）上記期間以外での搬出入を希望する参加者は、事前に大会事務局に確認の上、指
示を受けること。
※

施設利用時間 ０８：００

－ １８：００

上記以外の期間に、陸置き、ハーバー施設利用、出入港を行う場合、施設利用料が発
生する。施設利用は、
（株）湘南なぎさパークに問い合わせること。
B)

大会のステータス
本大会は、日本 420 協会が指定するランキング対象大会である。
日本 420 協会

C)

http://www.japan420sailing.org/

チャーター艇
手配はない。

D)

宿泊・弁当
宿泊：大会期間中の宿泊は、各自で手配すること。

F） 2019 年 国際 420 級

世界選手権大会

開 催 地

ポルトガル・ヴィラモウラ

開催期間

2019 年 7 月 3 日～7 月 11 日 予定

G)

ドーピングコントロールに関する参考資料
世界アンチ・ドーピング機構（WADA）の規程変更に伴い、日本アンチ・ドーピング機
構(JADA)の規程で、未成年競技者（20 歳未満）の親権者から、ドーピング検査実施
に関する同意書の提出が義務付けられました。JADA web サイトを熟読の上、
「アンチ・
ドーピング未成年競技者親権者承諾書」をダウンロードし、内容を記載し JSAF 事務
局アンチ・ドーピング係まで郵送にて提出してください。なお、コピーは控えとして
保管してください。
日本アンチ・ドーピング機構 http://www.playtruejapan.org/
U-20 必読 http://www.playtruejapan.org/disclosure/u20-agreement/
定型の書式：アンチ・ドーピング未成年競技者親権者承諾書（ワードファイル）
← ダウンロード可能
郵送提出先：

JSAF 事務局アンチ・ドーピング係
〒150-8050 東京都渋谷区神南１－１－１
岸記念体育館内

（公財）日本セーリング連盟

