第 3７回レーザークラス全日本選手権大会 レース公示(ＮＯＲ)
全日本ﾚﾃﾞｨｰｽ選手権大会 レース公示(ＮＯＲ)
2010・10・28（木）～2010・10・31（日）
佐賀県・唐津市・佐賀県ヨットハーバー
１ 主催団体

日本レーザークラス協会、佐賀県ヨット連盟の共同主催とする。

２ 公認

(財)日本セーリング連盟（承認番号 H22-２５）

３ 後援

佐賀県、(財)佐賀県体育協会、佐賀県教育委員会、唐津市、
唐津市教育委員会、（財）唐津市体育協会、レーザー唐津フリート

４ 大会役員

大会長

木村治愛(日本レーザークラス協会 会長)

大会副会長

進藤龍一(佐賀県ヨット連盟会長)

レース委員長

松山和興(佐賀県ヨット連盟理事長・ＮＲ０)

プロテスト委員長 中野 佐多子
計測委員長

村上輝紀(日本レーザー協会計測委員長)

５ 開催場所

佐賀県唐津市 佐賀県ヨットハーバー

６ 開催期日

2010 年 10 月 28 日(木)～31 日(日) 全日程４日間

７ 競技種目

レーザークラス
レーザーラジアルクラス（女子）

８ 適用規則
９．参加資格

国際セーリング競技規則（2009－2012）に定義された規則を適用する
日本レーザークラス協会の 2010 年度メンバーであること
（スポットメンバーを除く）。
日本セーリング連盟の 2010 年度のメンバーであること。
所属するフリートのキャプテンの推薦があること。
レーザー協会、JSAF 会員については会員証を受付時に提示すること。
申請中で、会員証を持参できない場合は、会費の入金確認のできる領収書
又は銀行振込書を必ず持参すること。
当日、上記書類が揃わない場合、参加できない場合がありますので
くれぐれもご注意ください。

１０．参加料

選手 1 名 16,000 円(レセプション費用・10 月 28 日～31 日までのハーバー使用料
を含む）
※レセプションのみの参加料は、当日支払いで 1 名 2,000 円（招待者除く）

１１．参加申込

エントリーフォームに必要事項を記入の上、下記大会事務局宛郵送
または FAX する。もしくはオンラインエントリーを行う。

１２．エントリーフィー

下記銀行口座へ振込のこと。

１３．大会事務局

レーザー唐津フリート
〒847-0861 佐賀県唐津市ニタ子 3-1-8 佐賀県ﾖｯﾄハーバー内
電話 0９５５－７３－７０４１ FAX０９５５－７３－８９８６

１４．参加料振込先

佐賀銀行 西唐津支店 普通 １２３１２７９ Laser 唐津フリート 渡辺 真吾

１５．参加申込締切

10 月 17 日(日)当日消印有効
締切以降のエントリーはすべてレイトエントリーとし、レイトエントリーフィーは、
プラス 3,000 円とする。
最終締切は 10 月 21 日(木)必着
参加申込の受付は先着順に行われる。
※フリートキャプテン推薦書のフォームは事前に各フリートキャプテンに
郵送するので、各キャプテンは審査のうえ推薦の可否を決定すること。
※参加料が支払われた後に「10 参加資格」の不備を除く、何らかの
理由により参加申込が受理されなかった場合、参加料は返金される
(参加料の返金は返金の為の手数料を差引いた後に返金される。)

１６．帆走指示書
１７．計測

帆走指示書は、事前に公式 HP,大会 WEB サイトに掲載される。
全選手は下記日程内に艇の大会計測を受けなければならない。
計測は艇置場において次の通に行われる。
10 月 28 日(水)13:00～1８:00
10 月 29 日（木）８：３０～９：３０
計測はレース委員会の判断により、この他の日程にも行われることがある。

１８．艇と装備

選手は大会計測で確認された 1 つのハル、セール、マスト、ブーム、
センターボード、ラダーを使用しなくてはならない。
艇は直径 6 ㎜以上、長さ 5m 以上のバウラインを搭載し、その一端は
バウアイに結びつけられてなければならない。

１９．日程

10 月 28 日(木)
１３:０0 レースオフィスオープン
1３:00 受付・計測開始
1８:00 受付・計測終了
10 月 29 日(金)
８：３０ 受付・計測
９：３０ 開会式・スキッパーズミーティング

11:２5 第 1 レース予告信号、引続きレースを行う
10 月 30 日(土)
09:55 当日最初の予告信号、引続きレースを行う
18:00 レセプション(佐賀県ヨットハーバー)
10 月 31 日(日)
09:55 当日最初の予告信号、引続きレースを行う
14:00 以降の予告信号は発しない
16:00 表彰式・閉会式
２０．レース形式

参加艇を 2 つのフリートに分割し、決勝シリーズに先駆けて予選シリーズを
実施する。
ただし申込受付の完了時に６０艇以上の参加が無い場合には単一フリートで
競技を行うことがある。

２１．得点方法

セーリング競技規則(2009－2012)付測 A の低得点方法を適用する。
本大会は９レース(予選シリーズ

レース、決勝シリーズ

レース)を予定し、

最小２レースの完了をもって成立する。
コース：トラペゾイド・インナー・アウターコースとする。
２２．賞

総合第 1 位～第 5 位の選手、ラジアルクラス（女子）総合 1 位～3 位の選手には、クラ
スルール付測にしたがってレーザーキューブトロフィーが授与される。
マスターズ、レディース、ユースの各 1 位に賞が与えられる(その他特別賞あり)。
※年齢カテゴリー
マスターズ：大会期間中において 45 歳以上。
ユース

２３．クオリファイ

：大会期間中において 15 歳以上 19 歳未満。

ﾚｰｻﾞｰクラス協会発表 2011 年ﾚｰｻﾞｰ全クラス世界選手権等代表選考方針による。

２４．チームボート及びサポートボート
全てのチームボート及びサポートボートについて制限するが、レース
委員会の判断により赤十字旗が本部船に掲揚された場合はレース
水域に入りレスキュー活動を要請する。
ハーバーへの搬入手続きは各自で行うこと。
２５．問合せ先

第 37 回レーザークラス全日本選手権大会 佐賀県ヨットハーバー
レーザー唐津フリートキャプテン 渡辺 真吾
〒847-0861 佐賀県唐津市二タ子 3－1－8
ＴＥＬ0955－73－7041 ＦＡＸ0955－73－8986
渡辺 Ｅ－ｍａｉｌ：washinabe921[at]yahoo.co.jp
宿泊に関する問い合わせ 堀川 広乃
E-mail:sera0330h[at]yahoo.co.jp

２６．責任の所在

本大会の主催者・関係各団体及びレース委員会は、大会前、大会中、
又は大会後に受けた人的損傷もしくは生命の喪失、又は物的損傷に
対するいかなる責任も負わない。またスタートするかあるいはレースを
継続するかを決める責任は各艇にある。

２７．ドーピング検査

本大会において、男女 ピックアップしてドーピング検査を実施する。

以下はレース公示に含まれない連絡事項である。
宿泊

各自で手配のこと。
佐賀県ヨットハーバー宿泊料
1 泊素泊り大人 1 名 1,300 円、高校生以下 1 名 1,000 円
桜ハウス・タイヤ館宿泊料
1 泊素泊まり大人 1 名 1,600 円、高校生以下 1 名 1,300 円
唐津市旅館協同組合 ＴＥＬ0955－72－2015
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓａｇａｎｅｔ．ｎｅ．ｊｐ／ｋａｒａｔｕ／
※佐賀県ヨットハーバー駐車場にてキャンプ可。

チャーター艇

レーザー級、レーザーラジアル級 各 30 艇のチャーター艇を用意する。
チャーター艇に含まれるものは、ハル・フォイル・ブーム・マスト・トローリーである。
ラチェットブロック・コントロールブロック類・コントロールロープ類・メインシート・バウラ
イン・ﾃｨﾗｰ・ﾃｨﾗｰエクステンション・セール・バテンは持参のこと。
チャーター料は、期間中 10 月 28 日～31 日まで 10,000 円とする。
プレチャーターは、1 日 2,500 円とする。
申込は、オンラインエントリー若しくは FAX,郵送にて行い、定員一杯によりチャーター
不可の場合は大会事務局より連絡をする。
支援艇（エンジン付きボート）のチャーターも行っている。
チャーター料 1 日 5,000 円から 20,000 円。
希望される方は、佐賀県ヨットハーバーまでご連絡ください。

