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2022 年 5 月度 関西学生ヨットオープンレガッタ
大会期日:令和 4 年（2022 年）5 月 29 日(日)
開 催 地:兵庫県西宮市

新西宮ヨットハーバー（〒662-0934

兵庫県西宮市西宮浜 4-16-1）

共同主催:関西学生ヨット連盟、兵庫県セーリング連盟
協力:新西宮ヨットハーバー株式会社

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がある。
・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。

1. 規則
1.1

本大会は、
『セーリング競技規則 2021-2024』に定義された規則を適用する。

1.2

『関西学生ヨット連盟規約』
、
『４７０学連申し合わせ事項』、
『スナイプ級学連申し合せ事項(スナイプ級学連
申し合わせ事項Ⅰ.2 は適用しない）
』、
『艇体への大学名表示に関する学連申し合わせ事項』を適用する。

1.3

付則 P を適用する。ただし､付則 P1.2 文中の『セール番号』は､『識別番号又はセール番号』と置き換える｡
これは付則 P1.2 を変更している｡

1.4

付則 T を適用する。
「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 A10 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｡標準ペナル
ティーを課された艇の得点略語は「STP」である。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｡これは規則 63.1、A5 及び A10 を変更している｡

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

個人用浮揚用具について
(1)【DP】規則 40.1 を適用し、次のように変更する。
『水上にいる間、各競技者は衣類または個人装備を一時的に替えたり整えたりする間を除き、個人用浮
揚用具を着用していなければならない。ウェット・スーツとドライ・スーツは、個人用浮揚用具ではな
い。
』
(2) 個人用浮揚用具はクラス規則の趣旨に則り、レベル 50 以上相当で体格に合った物を着用すること。

1.9

SCIRA 規則の「国内及び選手権大会の運営規定」は適用しない。

1.10

【DP】競技者および支援者は、主催団体からのあらゆる合理的な指示に従わなければならない。従わない場
合、不正行為にあたることがある。
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2. 帆走指示書
2.1

帆走指示書は、5 月 23 日(月)までに大会 web サイトもしくは LINE オープンチャットに公開する。

2.2

帆走指示書に対する質問は、5 月 26 日(木)中に関西学生ヨット連盟委員⾧ 児玉沙耶佳 に送付すること。

2.3

質問に対する回答は、急を要するものを除き、原則として大会 web サイトもしくは LINE オープンチャット
に公開する。

3. コミュニケーション
3.1

大会期間中の連絡は LINE オープンチャットを活用して行なう。各大学、競技者はこれらが確認できる端末
機器等を準備し、期間中に、そこに発せられた通告、連絡事項を常時確認すること。
LINE オープンチャット『2022 関西学生ヨット連盟』
大会 web サイト http://www.kansaigakurenyacht.com/

4. 競技種目と競技方法
4.1

競技種目は、国際４７０級 と 国際スナイプ級とし、競技方法は個人戦形式とする。

4.2

表彰の対象は NOR 5.2(1)を満たしている者のみとする。

5. 参加資格及び申込み
5.1

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・監督・コーチ・サポートメンバー）は、大会２週間前から体温測定をし、当
日も平温であること。
(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。
● 陽性者及び濃厚接触者、体調がよくない者（例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）
。
● 外国からの入国（帰国）の場合については、厚生労働省ＨＰに記載される自宅待機期間の該当する
場合
(3) マスクを持参し、陸上で競技を行な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) うがい、こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること。
(5) 他参加者、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）。
(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) 大会期間中及び大会終了後 2 日以内にコロナウイルス感染陽性となった場合は、主催団体に報告するこ
と。

5.2

参加資格
(1) 競技者は、次の項目を満たしていなければならない。
(a) 関西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。
関西学生ヨット連盟規約:第６条 連盟主催、主管及び公認ヨット競技の出場資格は、以下のとおりとする。
①加盟大学に学籍のある者。ただし、通信教育部生は除く。②出場可能年数は入学時より４年間とする。
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(b) 2022 年度(公財)日本セーリング連盟会員であること。
(c) スポーツ安全保険に加入していること。
(d) 国際４７０級の競技者は日本４７０協会の 2022 年度団体登録を完了している大学ヨット部に所属し
ていること。
(e) 国際スナイプ級の競技者は、2022 年度日本スナイプ協会会員であること。
(2) 5.2(1)(a)に該当しない者で、次の条件を満たしかつレース委員会が承認した場合、その競技者はオープ
ン参加者として参加を認める。
(a) 2022 年度(公財)日本セーリング連盟会員であること。
(b) 最低 3,000 万円又は同等の有効な第三者賠償責任保険に加入していること。
(c) 該当するクラス協会の 2022 年度会員であること。
(3) 艇の監督及びコーチ、支援艇の艇⾧は、2022 年度(公財)日本セーリング連盟会員であること。
(4) 競技者の登録は複数名可能とし、同一競技者が複数の艇に登録することも可能とする。ただしヘルムス
マンの交替は認められない。
5.3

参加申込
(1) エントリーは Google フォーム「オープンレガッタエントリー（2022 年 5 月）」より行うこととし、ア
ーリーエントリー期日は 5 月 20 日(金)12:00 とする。
https://bit.ly/3kQJpyy
(2) 支援艇の登録は Google フォーム「オープンレガッタ支援艇登録（2022 年 5 月）
」より行うこと。
https://bit.ly/39LW6IH
(3) エントリー期日は 5 月 27 日(金)12:00 までとする。
(4) 競技者登録の変更については、入力済の Google フォーム「オープンレガッタエントリー（2022 年 5
月）
」より、5 月 27 日(金)12:00 まで変更を認める。ただし 5 月 20 日(金)12:00 以降に変更を行った
場合には、エントリー扱いとする。
(5) レイトエントリー期日は 5 月 27 日 12:00～5 月 29 日(日)08:30 までとする。参加申込は 5 月 29 日
(日)08:00～08:30 に陸上本部で行う。ただし、5.2(1)(a)に該当する場合であってもオープン参加とす
る。

6. 参加料
6.1

参加料等は次のとおりとする。
アーリーエントリー

エントリー

レイトエントリー

1,500 円

2,500 円

3,500 円

エントリーの種類にかかわらず、識別場番号代は別途 1,000 円。
施設使用料:1 艇 880 円／日(税込)

※レース艇に限り 5 月 28 日(土)～5 月 29 日(日)は不要。

6.2

エントリー内容に基づき、関西学生ヨット連盟より大学毎にまとめて請求書を発行する。詳細は別途案内する。

6.3

振込期日:原則として 5 月 27 日(金)12:00 とするが、間に合わない場合には関西学生ヨット連盟委員⾧ 児
玉沙耶佳 まで連絡をすること。
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6.4

振込先:三井住友銀行 明石支店（普）7045592

名義:関西学生ヨット連盟会計藤田雄也(ﾌｼﾞﾀﾕｳﾔ）

6.5

レイトエントリーの場合は 5 月 29 日(日)に現金支払とする。支払方法については別途案内する。

6.6

大会成立の有無にかかわらず、登録（受付）後は参加料の返金はしない。

7. 【DP】艇
7.1

国際スナイプ級の艇は、2022 年度 SCIRA 登録を完了していること。

7.2

国際スナイプ級で、学連標準仕様以外を使用する場合は、その艇の計測証明書の日付が、レース当日 3 年経
過後であること。これを満たさない場合はオープン参加となる。

8. セール
8.1

【DP】艇のセールには、レース委員会が準備した識別番号を、
【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。

8.2

識別番号シール及び割当表は、登録(受付)時までに配布する。ただし、識別番号は、自ら準備してもよいが
色、形、大きさはレース委員会のものに準じること。

8.3

国際スナイプ級のジブの材質は最少 160ｇ/㎡でなくてもよい。

9. 日程
9.1

レース日程
日付

9.2

時刻

Day0

5 月 28 日(土)

登録（受付）

別途案内

Day1

5 月 29 日(日)

レイトエントリー受付

0800-0830 hrs.

選手ブリーフィング

0910 hrs.

最初の予告信号予定時刻

1015 hrs.

登録（受付）として、参加申込みを済ませた艇の参加意思確認と支援艇許可証の発行を、各大学の代表者に
より 5 月 28 日(土)に学連艇庫 2F で行う。詳細は別途案内する。

9.3

レイトエントリーの場合は参加申込をもって登録（受付）とする。

9.4

開会式は実施しない。

9.5

国際４７０級、国際スナイプ級ともに最大 5 レースを実施する。

9.6

レース当日の最終予告のおおよその見込み時間は選手ブリーフィングで連絡する。

9.7

表彰式は、表彰対象者のみが参加することとし、最終レース終了後に実施する。閉会式は実施しない。

10. 装備検査
艇または装備は、規則 78 に準じ、規則に従っていることを確認するためにいつでも検査されることがある。

11. 開催地
【添付図 B】に、レース海面、新西宮ヨットハーバーのおおよその場所を示す。
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12. コース
12.1

帆走するコースは、トラペゾイド・コース、ウインドワード/リーワード・コースとする。

12.2

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。見取り図、また帆走すべきコース及びコースを示す文字は、帆走指示書で指定される。

13. 欠番

14. 得点
14.1

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。

14.2

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。

14.3

参加艇数は、
「オープン参加になった艇」を含む今大会の当該クラスに登録（受付）を済ませた艇の数とする。

15. 【DP】支援艇
15.1

支援艇は、監督、コーチ又はその指示する者が乗艇するエンジン付きボート及びクルーザーで、水上におい
てレース中ではない自校に所属する競技者又は艇に対し、援助ができる。

15.2

登録済みの Google フォーム「オープンレガッタ支援艇登録（2022 年 5 月）
」の内容に変更が有る場合は、
修正を行うこと。支援艇には、受付までに「支援艇許可証」が発行され、レース委員会から識別旗および大
学名掲示シートが貸与される。

15.3

支援艇は、識別旗および大学名掲示シートを水上において常に掲揚し、
「支援艇許可証」及び SI 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。

15.4

スロープから人力で陸揚げが不可能な支援艇は、NOR 5.3(2)の参加申込を行うとともに、その係留場所、施
設利用料と支払い方法等については、新西宮ヨットハーバー株式会社へ直接申込みの上、指示を受けること。

16. 賞
各クラス、各レースの第 1 位の艇にトップ賞を与える。

17. 欠番

18. 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３[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。

19. 大会期間中の競技者の肖像権
本大会期間中の艇、競技者に関連する写真・ビデオ等の全ての著作物、映像に関する権利は、主催団体に帰
属する。
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20. 問合わせ先
本大会に関する問い合わせ先は、関西学生ヨット連盟委員⾧ 児玉沙耶佳 とする。
kermit3499sayaka@gmail.com

以 上

2022.5.10 版

【添付図 A】識別番号

貼付位置

・セールへの貼付け位置
＜国際４７０級＞

＜国際スナイプ級＞
(単位：mm)

500 ～ 550

700～
720
50

～

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 級は赤、国際スナイプ級は青色

【添付図 B】 レース・エリア、新西宮ヨットハーバーのおおよその場所

新西宮ヨットハーバー

レース
エリア

