２０１８
第１７回 ノルウェー フレンドシップ ヨットレース
ディンギー部門 OP クラス（オプティミスト級）
レース公示
期 日： 2018 年 4 月 21 日（土）～4 月 22 日（日）
主 催： 一般社団法人 江の島ヨットクラブ

場 所： 神奈川県藤沢市 江の島ヨットハーバー沖
1

規則
1.1 本大会には、『セーリング競技規則 2017-2020』に定義された規則が適用される。
1.2 和文と英文とが矛盾する場合は、英文が優先する。

2

参加資格および申込み
2.1

本大会には、以下のクラスの艇が参加できる。
OP-A

：中、上級対象

OP-B ：初級対象（過去のレースで OP-B 3 位以内入賞者は、OP-A へ参加のこと）
2.2

(a)JSAF 会員かつ JODA 会員であること（ただし、OP-B 参加選手を除く）。外国籍選手の場合は、各国
連盟の認めるヨットクラブの会員であること。
(b)小学生または中学生。（外国籍の選手は 2018 年 1 月 1 日において、15 歳以下のこと）

2.3

申込み方法
江の島ヨットクラブの所定の参加申し込書にクラブ単位で必要事項を記入の上、下記宛に E-mail にて送
付すること。参加申込書は大会公式ウェブサイト( http://www.eyc.jp/nfy/ )からダウンロードできる。
【申し込み連絡先】
一般社団法人 江の島ヨットクラブジュニア レース委員会
Email: eycj.race.committee@gmail.com
重田 敏浩 Tel: 090-4702-1451
【申込締切】
4 月 13 日(金) 17:00 とする。

3

参加料
【参加料】
1 艇当たり 5,000 円(選手パーティーフィー込み)とする。
レイトエントリーは、艇参加料に 500 円を加算した額とする。
※納入された費用は、いかなる場合も返却しない。

【参加料振込先】
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横浜銀行 片瀬支店（店番号 612） 普通口座 1251930
一般社団法人 江の島ヨットクラブ 会長 青山 篤
イッシャ） エノシマヨットクラブ カイチョウ アオヤマアツシ
※振込み名は、クラブ名をご記入のこと

4

日程

4.1 レース日程
4 月 21 日（土）
7:30～8:30
8:00～8:30
8:45～9:00
9:55
10:00

艇搬入
受付(会議室 A)
開会式(同上)
ＯＰ-Ａ 第１レース予告信号
ＯＰ-Ｂ 第１レース予告信号
引き続き第２レースを行う

4 月 22 日（日）
9:25
9:30

ＯＰ-Ａ その日の最初の予告信号
ＯＰ-Ｂ その日の最初の予告信号
引き続きレースを行う
13:00 より後には、予告信号を発しない。
15:00～
表彰式＆パーティー（ヨットハウス 2F）

4.2 レースの中止
天候により中止する場合は当日に決定する。レース本部に問い合せのこと。

5

計測
レース前の大会計測は行わないが、艇または装備は、クラス規則と帆走指示書に従っていることを確認す
るため、いつでも検査されることがある。ただし、OP-B の参加艇にはこの項は適用されない。

6

帆走指示書
帆走指示書は、4 月 18 日(水)以降に大会公式ウェブサイト(http://www.eyc.jp/nfy/ )に掲示される。また、受
付時に受け取ることもできる。

7

レース･エリア
神奈川県藤沢市 江の島ヨットハーバー沖 B1 海面

8

コース
8.1 帆走するコースは、帆走指示書に添付の通りトラペゾイドコースとし、スタート→①→②→③→フィニッ
シュとする。
8.2 当日、天候によってコースを変更する場合もある。

9

ペナルティー方式
RSS42 違反に対する特別な処置として、RSS 付則 P が適用されるが、RRS P2.3 は適用されず、RRS P2.2
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を変更し、2 回目以降のペナルティーには P2.2 が適用されるものとする。

10 得点
10.1 本大会は 6 レースを予定し、大会の成立には、1 レースの完了が必要である。
10.2 (a) 4 レース未満しか完了しなかった場合、艇の大会得点は、レース得点の合計とする。
(b) 4 レースから 6 レースまで完了した場合、艇の大会得点は、最も悪い得点を除外したレース得点
の合計とする。

11 安全
競技者は、海上では常に適当な個人用浮揚用具を着用しなければならない（RRS40 の変更）。

12 支援艇
12.1 サポートボートは、レスキューボートとみなされ、以下の条件を満たす場合のみ使用が許可される。
a) 当日の参加受付時にレース委員会に使用を申請し、許可を受けること。申請、許可なき艇の出艇、
および定員過半数の乗艇は認められない。
b) 常時はサポートボートとして航行範囲の制限を守り、レース委員会からレスキューボートとしての
要請があれば、いつでもこれに応じること。この要請があった場合のみ制限範囲内への進入を認
める。
c) ハーバーに対する搬入手続きおよびハーバー使用料支払いは、各自で行うこと。
d) サポートボートはヨットモータボート保険（対人対物賠償責任保険及び搭乗者傷害保険）に加入し
ていなければならない。
12.2 運行についてレース委員会の指示に従わなかった場合は、運行の停止を命じることがある。

13 無線通信
緊急の場合を除き、レース中の艇は、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。
ただし、コース取りの勉強のため、GPS コース記録装備は、事前に申請があった場合許可される。レー
ス中、GPS を操作したり、画面に表示されたデータを読み取ったりしてはならない。

14 賞
賞を次のように与える。
14.1 ノルウェー王国大使杯（バイキングシップ・持ち回り杯）：OP-A 総合 優勝
14.2 湘南なぎさパーク杯：OP-A 総合 優勝
14.3

1 位～6 位：賞を与える（OP-A 総合、OP-A 小学生、OP-B）

14.4 OP-A 総合上位者より 2018 年 OP 全日本選手権出場資格を申請予定

15 責任の否認
この大会の競技者は自分自身の責任で参加する。RRS４[レースすることの決定]参照。
主催団体、レース委員会またはこの大会に関わる運営役員、ボランティアは、大会前後、期間中に生じた物
的損傷または人身傷害もしくは死亡によるいかなる責任も負わない。
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16 保険
参加者は、当日有効なスポーツ保険に各自加入していなければならない。支援者も同様である。

17 問合せ先
一般社団法人 江の島ヨットクラブ（江の島ヨットハウス１階）
〒251-0036 藤沢市江の島 1-12-2
TEL：0466-22-0261 / FAX:0466-23-2378
URL： http://www.enoshima-yc.jp/
E-mail：eycj.race.committee@gmail.com

18 その他
【艇の搬入出と繋留】
江の島ヨットハーバー以外からハーバーに艇を搬入する参加者は、搬入の３日前までに所定の「臨時陸
置／係留施設利用承認申請書」を 湘南なぎさパーク事務所まで FAX すること。
指定管理者 (株)湘南なぎさパーク
TEL：0466-22-2128 / FAX:0466-25-5413
URL： http://enoshima-yacht-harbor.jp/
E-mail：info@enoshima-yacht-harbor.jp
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