（2020.10.21 版 #1 含む）

第８５回 全日本学生ヨット選手権大会
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：

２０２０年１０月２９日（木）～２０２０年１１月３日(火・祝)
和歌山セーリングセンター及び和歌浦湾（〒641-0014 和歌山市毛見 1514）
全日本学生ヨット連盟、関西学生ヨット連盟、和歌山県セーリング連盟
公益財団法人日本セーリング連盟（承認番号：2020-29）
和歌山県、和歌山県教育委員会、公益社団法人和歌山県体育協会、和歌山市、
和歌山市教育委員会、日本４７０協会、一般社団法人日本スナイプ協会、関西４７０協会、
関西セーリング連盟、兵庫県セーリング連盟、大阪府ヨットセーリング連盟、奈良県セーリング連盟、
JSAF 外洋内海
特別協賛 ： 古野電気株式会社
協
力 ： 特定非営利活動法人和歌山セーリングクラブ

NOTICE OF RACE（レース公示）
•
•
•

新型コロナ感染拡大の状況によっては中止する場合もある。
新型コロナ感染拡大予防の観点から、場合によっては参加をお断りすることがある。
通告等は大会 web サイトや、大会 LINE オープンチャット等で行われる。
大会 web サイト : http://www.kansaigakurenyacht.com/85th/top.html
大会 LINE オープンチャットの詳細については、改めて公示する。

1. 規則
1.1
本大会には、『2017-2020 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
以下の規約及び申し合わせ事項を適用する。（全日本学生ヨット連盟のホームページから入手可能）
(1)全日本学生ヨット連盟規約
(2)470 級 学連申し合わせ事項
(3)スナイプ級学連申し合わせ事項
(4)【DP】艇体への大学名表示に関する学連申し合わせ事項
1.3
付則 P の「セール番号」を「識別番号又はセール番号」に置き換える。これは付則 P1 を変更している。
1.4
付則Ｔが適用される。「レース後ペナルティー」を履行した艇は、得点略語「ARB」を用いて記録される。これは、
付則 A11 を変更している。
1.5
【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。
1.6
【SP】は、レース委員会又はテクニカル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、その場合に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。
1.7
【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。
1.8
規則 41(艇は、以下を除き、外部からの援助を受けてはならない)に以下を追加する。
「自チームの他艇からの援助」
1.9
規則 60.1(b)(艇は救済要求することができる)に以下を追加する。
「ただし、艇は、自チームの他艇から受けた損傷又は傷害に基づいて救済要求を行うことはできない。」
1.10 【DP】規則 61.1(a)を次のように変更する。
抗議しようとする艇は、その意思を最初の妥当な機会に相手艇に伝えなければならない。その抗議がレース・
エリアで関与したか又は目撃したインシデントに関わる場合、艇は最初の妥当な機会に目立つように赤色旗を
掲揚しなければならない。ただし、
(1) 相手艇が声をかけられる距離以上に離れている場合には、その意思を帰着後規則 61.3 の締切時刻ま
でに、相手艇に伝えなければならない。
(2) 削除
(3) インシデントが、コースの帆走に関する相手艇の誤りであった場合には、赤色旗の掲揚は不要だが、その
意思を、帰着後規則 61.3 の締切時刻までに、相手艇に伝えなければならない。
(4) 以下 変更なし

1.11

次の規則を追加する。
「インシデントが同じチームの艇の間であり、接触がなかった場合、第 2 章の規則違反に対してのペナルティー
はないものとする。」

2. 【DP】広告
艇は、主催団体によって選択され支給される広告を表示するよう要求されることがある。この規則に違反した
場合には、World Sailing 規定 20.9.2 が適用される。
3. 競技種目
国際 470 級、国際スナイプ級
4. 参加資格及び申込
4.1
新型コロナ感染症拡大防止についての参加条件
4.1.1 大会関係者（運営・選手）は、大会 2 週間前から体温測定をし、当日も平温であれば参加可能。
4.1.2 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 14 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。
4.1.3 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）。
4.1.4 こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒の実施。
4.1.5 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／障害者の誘導や介助を行う
場合を除く）。
4.1.6 大会開催中は大きな声での会話、応援等をしないこと。
4.1.7 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。
4.1.8 大会終了後２週間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。
4.1.9 大会競技種目毎の登録者数を以下のように定め、会場内の指定エリアには登録者のみが入場可能とする。
この登録者は申込時に登録しなければならず、変更は正当な理由がある場合に限り 10 月 31 日（土）
15:00 までに届け出ること。
選手：10 名/クラス、部長、監督、コーチ、その他サポートメンバー：合計 5 名/大学 をそれぞれの上限とす
る。
4.2
参加資格
4.2.1 本大会は、各水域における予選を行い、各水域学生ヨット連盟の推薦を得た学連加盟大学のチームである
こと。
4.2.2 新型コロナ感染状況の影響で水域予選が行えなかった場合でも、水域推薦での参加を認める。
4.2.3 各水域の推薦枠は次の通りとする。
国際 470 級
北海道
東北 関東 中部 近畿北陸 関西 中国 四国 九州
基本枠
1
1
6
1
2
2
1
1
2
特別枠
2
1
2
1
開催地枠
1
合計(24 校)
1
1
8
1
3
5
1
1
3
国際スナイプ級
北海道
東北 関東 中部 近畿北陸 関西 中国 四国 九州
基本枠
1
1
6
1
2
2
1
1
2
特別枠
2
2
1
1
開催地枠
1
合計(24 校)
1
1
8
1
4
3
2
1
3

4.2.4 参加チームの競技者は、次の項目を満たしていなければならない。
(a)選手及び監督、コーチは、2020 年度(公財)日本セーリング連盟会員であること。
(b)全日本学生ヨット連盟規約 第 6 条に定められた競技出場資格を満たしていること。
(c)国際 470 級の競技者は、日本 470 協会の 2020 年度団体会員登録を完了している大学ヨット部
に所属していること。
(d)国際スナイプ級の競技者は、2020 年度日本スナイプ協会会員であること。
(e)艇の乗員は、1 艇につき 2 名とし、そのチームに登録(エントリー)した競技者での交代を行内容って良い。
(f)水上で乗員交代をする場合は、届け出たチーム(所属する大学)の支援艇を利用すること。
4.3
参加申込
4.3.1 参加申込に必要な書類は、以下のとおりとする。
(a) 参加申込書-1（振込合計表）
(b) 参加申込書-2（競技者名簿）
(c) 参加申込書に記載した競技者全員の「2020 年度(公財)日本セーリング連盟会員証の写し」
(d) スポーツ安全保険等の『保険証書の写し』(参加申込書に記載した競技者の名前が記載されたもの)
(e) 国際 470 級は、「Measurement Certificate including Measurement Form(MC/MF)の写し」。
ただし、2011 年 7 月 29 日以前に登録された艇は、上記に加え「計測登録証明書の写し」
(f) 国際スナイプ級は、「計測証明書」及び競技者の「SCIRA 登録会員証の写し」又は日本スナイプ協会各
水域フリートキャプテンが発行する「2020 年度 SCIRA 登録証明書の写し」
(g) 大会計測証明書(各水域で実施し公式計測員がサインしたもの)
(h) 参加申込書-3(支援艇許可申請書)
(i) 健康状態チェックシート【A】
(j) 健康状態チェックシート【B】
4.3.2 参加申込に必要な書類のうち、(a)～(f)は 10 月 19 日(月)午前中までに、(g)は 10 月 27 日(火)午前
中までに、E メールに添付し送信すること。登録・受付時の提出は不要とする。ただし、10 月 18 日(日)より
前に各水域予選で出場決定しているチームは、出場決定後速やかに E メールに添付し送信のこと。
4.3.3 参加申込に必要な書類のうち、(h)は 10 月 23 日(金)必着で E メールに添付し送信すること。本紙は受付
時に提出すること。
参加申込先（郵送先）：2020 年度 関西学生ヨット連盟 委員長：新本航大
送付先 E-mail : kansai.niimoto@gmail.com
廣島伸一 hiroshima@sea.plala.or.jp
4.3.4 参加申込に必要な書類のうち、(i)は、10 月 29 日(木)～10 月 31 日(土)の受付時に提出すること。
4.3.5 参加申込に必要な書類のうち、(j)は、各レース当日ハーバーに到着後、速やかに陸上本部に提出すること。
4.3.6 レース公示 4.3.2 の期限を過ぎてからの艇の変更等については、主催団体へ理由書を提出し承諾を得る必
要がある。
5. 参加料
5.1
参加料等は、次の通りとする。
(a) 参加料：1 校／1 クラス 100,000 円
(b) 識別番号代：1 校／1 クラス 6,300 円(艇体用・セール用合わせて 3 艇分。追加は 1 艇 2,100 円)
(c) レース艇および支援艇（リブボート）の施設使用料：1 艇／1 日 800 円税込(レース日程 3 日分と練
習を行う日数分の合計金額が必要)
(d) 支援艇（ハードボート）の施設使用料：1 艇／1 日 2,000 円税込（レース日程 3 日分と練習を行
う日数分の合計金額が必要。係留場所がリブボートの桟橋とは違うため）
5.2
振込期日は、10 月 19 日(月)午前中とする。
5.3
振込先は、以下のとおりとする。
三菱 UFJ 銀行 中もず支店（店番 456） 普通口座 0366523
名義 関西学生ヨット連盟 会計 古橋潤樹（フルハシヒロキ）
5.4
大会期間中に参加料等の振込金額に差異が判明した場合、現金の受渡しは行わない。後日振込みによる
支払いとする。

6. 日程
6.1
大会日程
日付
10 月 29 日（木）
10 月 30 日（金）
10 月 31 日（土）

6.2
6.3
6.4

受付（艇搬入可能）
受付（艇搬入可能）
受付（艇搬入可能）
主将会議
11 月 1 日（日）
ブリーフィング
3 レース予定
最初の予告信号予定時刻
11 月 2 日（月）
ブリーフィング
3 レース予定
最初の予告信号予定時刻
11 月 3 日（火）
ブリーフィング
2 レース予定
最初の予告信号予定時刻
表彰式
表彰式、主将会議、ブリーフィングの実施方法は改めて公示する。
本大会は最大 8 レースまでとする。
11 月 3 日（火）は 12:30 より後に予告信号を発しない。

時刻
1000-1600 hrs.
1000-1600 hrs.
1000-1500 hrs.
1800 hrs.
0900-0915 hrs.
1025 hrs.
0900-0915 hrs.
1025 hrs.
0900-0915 hrs.
1025 hrs.
1600 hrs.（予定）

7. 【DP】艇
7.1
艇は、所属校の所有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にのみ、チャーター艇を認
める。
7.2
各クラスとも 1 チーム 3 艇とする。なお、予備マストは認めるが、予備艇は認めない。国際スナイプ級は、3 艇
の船齢を合計して 7 年以上になることとする。
7.3
国際スナイプ級は、艇体に 2020 年度のデコールシールを貼り付けていること。
7.4
国際スナイプ級で、中古艇(学連標準仕様以外のスナイプ)を使用する場合は、計測証明書の日付が平成
29 年(2017 年)10 月 31 日以前であること。計測証明書の日付が平成 29 年(2017 年)11 月 1 日以
降の場合は参加を認めない。
7.5
レース委員会が準備した識別番号(バウナンバー)を、【添付図 A】に示す位置に貼付けなければならない。
7.6
予備マストの使用は、破損による場合のみとし、事前にテクニカル委員会の許可を得なければならない。
7.7
同一の識別番号(バウナンバー)を同時に複数の艇で使用してはならない。
8. 【DP】セール
8.1
各チームが用意した 1 チーム 3 セットとする。なお、各チームとも 3 セットの予備セールを認める。
8.2
国際 470 級のセールは、基本計測を完了していなければならない。
8.3
国際スナイプ級の今年度新調したセールは、2020 年の年度計測を完了していなければならない。
8.4
予備セールの使用は、セールの紛失又は補修ができないほどの損傷があった場合のみとし、事前にテクニカル
委員会の許可を得なければならない。
8.5
レース委員会が準備した、艇の識別番号(バウナンバー)と同じ識別番号を、【添付図 A】に示す位置に、メイ
ン・セールの上部にスターボード側を上にして、重ならないように貼付けなければならない。
8.6
同一のセール番号、同一の識別番号を複数の艇で同時に使用してはならない。各クラス協会に登録されたセ
ール番号以外の番号を使用してはならない。
8.7
国際 470 級のメイン・セールとスピネーカーのセール番号は、同一でなければならない。
8.8
国際スナイプ級のジブの材質は、最少 160g/㎡でなくてもよい。
8.9
識別番号割当表は大会 web サイトに掲載し、識別番号シールは受付時に配布する。
9. 計測
9.1
参加チームは、艇体及びセール（予備含む）に関する各水域のオフィシャル・メジャラーによる大会事前計測
を完了したことを証明する「大会計測証明書」を pdf 形式のファイルにし、所定の期日までに大会事務局に提
出し、確認を受けなければならない。同じく証明となる「大会計測済スタンプ」の押印も水域計測において受け
なければならない。

9.2

9.3
9.4

複数の艇で予備マストを使用する場合は、使用する可能性のある全ての艇に装着のうえ大会計測を受け、
「大会計測証明書」を提出しなければならない。同じく証明となる「大会計測スタンプ」の押印も水域計測にお
いて受けなければならない。
【DP】水域計測は、9 月 20 日(日)以降に実施されなければならない。「大会計測証明書」発行後は、改造
を行ってはならず、計測後に改造を行った場合は、再計測を受けなければならない。
大会事務局が納得する合理的な理由がない限り、各水域でできなかった大会計測を、テクニカル委員会では
実施しない。実施する場合の計測料は、艇体、セール、スパー類それぞれ 5,000 円ずつとする。

10.帆走指示書
10.1 帆走指示書は、10 月 16 日（金）までに大会 web サイトに掲載する。大会のその他の公式文書も帆走
指示書と一緒に公開される。
10.2 帆走指示書に対する質問は、10 月 23 日（金）必着で関西学生ヨット連盟委員長に E メールで送付する
こと。回答は個別または掲示にて行う。
11.開催地
【添付図 B】に、レース・エリア及び和歌山セーリングセンターのおおよその場所を示す。
12.コース
【添付図 C】の見取り図は、レグ間の概ねの角度、通過するマークの順序、それぞれのマークをどちら側に見て
通過するかを含むコースを示す。
13.得点
13.1 大会の成立には、1 レースを完了することが必要である。
13.2 クラス別のチーム順位は、実施された全てのレースにおける各チーム 3 艇の得点の合計とし、より得点の低いチ
ームを上位とする。これは付則 A2 を変更している。クラス別のチーム得点がタイとなった場合は､付則 A8 の
「艇」を「チーム」に置き換えて適用する。
13.3 総合得点は、両クラスに参加した大学の、両クラスの全ての得点の合計とし、より得点の低いチーム(大学)を
上位とする。総合の得点がタイとなった場合には､当該チーム(大学)は同順位とし､その次の順位を欠位とする。
ただし、いずれかのクラスで 1 レースも実施されなかった場合、総合成績は算出しない。
13.4 規則 90.3(b)に規定された失格(「DNE」)に対する得点は、参加艇数に 5 を加えた得点とする。これは付則
A4.2 を変更している。
14.【DP】支援艇
14.1 レース公示 4.3.1、4.3.2、4.3.3 の参加申込手続きを行うこと。
14.2 登録数は種目毎に 1 艇とする。両種目の場合、最大 2 艇とする。
14.3 密を避ける人数しか乗船してはならない。（6m 以下の場合、2～3 人）
14.4 支援艇は、受付時に貸与されたピンク色の識別旗を水上において常に掲揚し、「支援艇許可証」及び帆走
指示書に記載されるレース委員会からの指示事項を守らなければならない。
14.5 支援艇は、外部より視認できるよう「大学名を記したもの」を掲示しなければならない。
14.6 レース委員会艇に「ピンク旗」が掲揚された場合、支援艇は、レース・エリアを含む全エリアにおいて、危険な状
態にある艇を可能な限り速やかに救助しなければならない。
15.賞
賞は次のように与える。
クラス
国際 470 級
国際スナイプ級
総合

優勝旗（持ち回り）
1位
1位
1位

賞状
1 位～6 位
1 位～6 位
1 位～6 位

賞品
1 位～3 位
1 位～3 位
1 位～3 位

16.責任の否認
この大会の競技者、コーチサポートメンバーは自分自身の責任で参加する。規則 4[レースすることの決定]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人身障害、新型コロナ感染、もしくは死
亡によるいかなる責任も負わない。
17.大会期間中の競技者の肖像権
選手は、本大会に参加することにより、大会期間中の選手又は本大会における選手の装備に関する動画、
スチール写真及び撮影された映像又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。
18.【DP】【NP】新型コロナ感染予防対策
（「4.1 新型コロナ感染症拡大防止についての参加条件」と一部重複。）
18.1 選手は、厚生労働省が公表する「新しい生活様式」を遵守すること。
18.2 参加チームの競技者(支援学生含む)、監督、コーチ等は、マスク等の感染対策に必要な物を準備持参し、
大会会場では必ず着用すること。
18.3 参加チームの競技者は、海上ではスポーツ用マスクの着用を推奨する。
18.4 大会に参加するチーム全員(競技者、監督、コーチ、支援学生、マネ―ジャー含む)は、「COCOA（新型コロ
ナウイルス接触確認アプリ）」の使用を義務付ける。
18.5 大会前 1 カ月以内にコロナウイルス感染の疑いがある場合は、大会に参加しない。これは、期間内に「濃厚
接触者の新しい定義」に該当するものと接触し体調に異常を感じた場合も含まれる。
18.6 大会期間中にコロナウイルス感染の疑いがある場合は、速やかに主催団体に報告すること。
18.7 大会終了後 2 週間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。
18.8 参加チームの競技者(支援学生含む)は、毎朝の健康状態等をブリーフィングまでに提出する。この結果、体
調に異状がある場合は来場しない。
18.9 参加チームの監督、コーチ他の現役以外の関係者は、自らの責任により健康状態を確認し、体調不良等の
場合は、自主的に参加を見合わせること。
18.10 大会会場(陸上)では、他の参加者、主催者スタッフ等との距離（できるだけ 2ｍ）を確保すること。
18.11 こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を行うこと。
18.12 チームでのミーティングやレースに出場していない支援学生の陸上待機中は「3 密」を避けること。
18.13 大会期間中は、大きな声での会話、応援等をしないこと。
18.14 感染拡大防止の為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。
18.15 大会期間中、大会会場での『３密』を避けるため、登録者以外の支援者に対して、会場内の指定エリアへの
入場を禁止する。指定エリアの詳細は大会 web サイトに掲示する。
19.問合せ先
2020 年度 関西学生ヨット連盟 委員長：新本航大
E-mail : kansai.niimoto@gmail.com
20.追加情報
20.1 新型コロナ感染予防のための艇（レース艇、支援艇共）の会場への搬入について、10 月 29 日（木）朝
の混雑を避けるため、10 月 24 日（土）、25 日（日）、28 日（水）の搬入のみを可能とする（練習不
可）。その場合、練習開始日より前の施設使用料金は不要とする。
20.2 搬入可能時間帯は 9:00～16:00 とする。なお、10 月 29 日（木）のみ、搬入開始可能時刻は 7:00 と
する。
20.3 10 月 28 日（水）までに搬入を終えている大学との公平性の観点から、10 月 29 日（木）の海上練習
は 12:00 以降可とする。
20.4 10 月 31 日（土）は 16:00 以降の出艇を禁止する（16:00 完全陸上帰着のこと）。

【添付図Ａ】

識別番号 貼付位置

・艇への貼付け位置 （ ■ の部分。スターボード側、ポート側の両側）
１８００mm
船尾側

船首側

550ｍｍ

30mm

帆

走 大
＊貼付け位置の若干の誤差

は無視する。

・セールへの貼付け位置
＜国際４７０級＞

＜国際スナイプ級＞
(単位：mm)

700～
500 ～ 550

720

50

～

70

50 ～ 70

40
40
(単位：mm)

・スターボード側とポート側は、重ならないように貼ること。
・１桁の場合は、右に寄せず真ん中に貼ること。
・識別番号の色：国際４７０級は青、国際スナイプ級は赤色

【添付図Ｂ】

レース・エリア、和歌山セーリングセンターのおおよその場所

【添付図Ｃ】

コース見取り図

