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第３０回日本少年少女オープンヨット大会 

藤沢市市制70周年記念大会 

レース公示（NOR） 

 ――――――――――-――――――――――――――――――――――

1．主催等 1.1 主催 

 

1.2 後援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 協賛 

 

 

 

1.5 協力 

 

社団法人日本ジュニアヨットクラブ連盟（以下J.J.Y.U.と云う） 

社団法人江の島ヨットクラブ 

文部科学省、国土交通省 

藤沢市、藤沢市教育委員会 

藤沢市体育協会 

湘南海上保安署 

笹川スポーツ財団 

B&G財団 

財団法人日本セーリング連盟：（以下JSAFと云う）Ｈ２２－１ 

神奈川県セーリング連盟 

藤沢市ヨット協会 

公益法人ヤマハ発動機スポーツ振興財団（以下YMSFと云う） 

日本オプティミストディンギー協会（以下JODAと云う） 

日本シーホッパー協会 

日本レーザークラス協会  

日本420協会 

日本トッパー協会 

小田急ヨットクラブ 

株式会社舵社 

エスビー食品株式会社 

ヤマザキナビスコ株式会社 

株式会社湘南なぎさパ－ク 

藤沢市青少年セーリングクラブ指導者・保護者 

第30回日本少年少女オープンヨット大会 参加クラブ指導者・保護者

 ――――――――――-――――――――――――――――――――――

 2．規則 2.1 本大会には、｢2009～2012セーリング競技規則｣に定義された規則を適用します。 

2.2 帆走指示書は、4月10日（月）以降に下記のウェブサイトで公開します。 

ウェブサイト： （社）日本ジュニアヨットクラブ連盟（http://www.jjyu.net） 

江の島ヨットクラブジュニア（http://www.enoshima-ycj.jp/） 

また、5月2日(日)の受付時に配布する大会プログラムに記載します。 

 ――――――――――-――――――――――――――――――――――

3．競技種目 ・OP級初級者 

・OP級上級者 

・ミニホッパー級初級者 

・ミニホッパー級上級者 

・シーホッパー級SR 

・レーザーラジアル級 

・レーザー4.7級 

･トッパー級 

・420級 

・SS級 

 ――――――――――-――――――――――――――――――――――
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4．使用艇 原則として自艇使用とします。ただし、OP級およびレーザー級は、チャーター艇を若干数

用意します。必要な方は、事前に実行委員会事務局（以下事務局と云う）にご相談下さい。 

･OP級IOD95仕様（セール、風見、シート類持参のこと）1日\5,000 

･レーザー級（セール、バテン、バングシステム、シート類持参のこと）1日\7,000 

 ――――――――――-――――――――――――――――――――――
5.1 J.J.Y.U.に登録しているジュニアクラブのジュニアセーラー名簿記載の選手（競技会参

加資格選手）。未登録クラブの選手の場合は、参加申込み時までにクラブの登録をし

て参加資格を取得して下さい。 

5.2 2010年度JSAF会員である者。会員未登録の場合は参加受付時に会員登録の申込み

をして下さい。 

5.3 主催者が参加を認めた選手 

5.4 各種目の以下の年齢制限（平成22年4月1日現在）を満たすこと。 

１）OP級初級者・上級者 

２）ミニホッパー級初級者・上級者 

３）シーホッパー級SR 

４）レーザーラジアル級 

５）レーザー4.7級 

６）トッパー級 

７）420級 

８）SS級 

8歳以上中学生以下 

10歳以上中学生以下 

中学生以上高校生以下 

中学生以上高校生以下 

中学生以上高校生以下 

中学生以上高校生以下 

中学生以上高校生以下 

中学3年生生以上高校生以下 

5．参加資格 

5.5 それぞれの参加選手は、大会期間中に有効な第三者賠償責任保険に自らの責任で 

加入していなければなりません。スポーツ安全協会のスポーツ安全保険を参考までに

示します。（http://www.sportsanzen.org/index.html） 

【参加注意事項】 

昨年度以前の全国少年少女ヨット大会、国際交流日本ジュニアヨットクラブ競技会およ

び日本少年少女オープンヨット大会の初級種目で艇種に関係なく10位までの入賞者

は、それぞれの上級種目に参加しなければなりません。ただし、レース委員会の裁量

で希望種目の参加を認めることもあります。 

 ――――――――――-――――――――――――――――――――――

6．参加料 6.1 選手参加料（交流会費・湘南港施設利用料金（陸置料））を含む     \12,000/人 

6.2 交流会費（指導者・保護者・その他希望者） \2,000/人、 （選手の兄弟） \500/人 

6.3 江の島セーリングピクニック参加料（選手昼食代を含む）         \2,000/艇 

6.4 弁当代【飲み物1個付き】（選手・指導者・保護者・その他希望者）     \700/1食 

【注意事項】 

※本競技会前日以降の参加取消しには、原則として参加料等の返却は致しません。 

 ――――――――――-――――――――――――――――――――――

7．参加申し込み 7.1 4月7日（水）迄に、所定の「参加申込書（名前には必ずフリガナを付けて下さい）」に必

要事項を記入の上、期限までに下記申込み先宛郵送して下さい。（当日消印有効。） 

7.2 「参加申込書」は、郵送に加えて、できる限り電子データでの送信をお願いします。 

7.3 参加申込期限後でも4月23日（金）17：00まで追加登録を受け付けます。この場合、参

加料とは別にレイトエントリー料として\3,000/人の支払いが必要です。 

7.4 参加申込期限後のセール番号変更は受付締め切り（原則5月2日9:00頃）を期限としま

す。この場合、参加料とは別にセール番号変更費用として\3,000/変更の支払いが必

要です。 

 

http://www.sportsanzen.org/index.html
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 7.5 参加料等は、申込み先とは別のJ.J.Y.U.の下記の郵便口座へ専用「払込取扱票」にク

ラブ名、各人数、金額等の必要事項を記入の上、4月7日（水）迄に振込手続きを完了

して下さい。※参加申込みと参加料等振込みはクラブ参加者を一括してクラブ代表者

が行って下さい。 

【参加申込書の送付先】 

〒251-0036 神奈川県藤沢市江の島1-12-2 江の島ヨットクラブ  

実行委員会事務局  横山 精英 

電話番号：090-5339-1374（携帯） 

E-mail：jjyu.eyc.2010@gmail.com

【参加料等振込口座】 

郵便口座番号： ００１９０－１－７１３８３１ 

口座名義：社団法人日本ジュニアヨットクラブ連盟 理事 佐藤 精知夫（ｻﾄｳｾﾁｵ） 

 ――――――――――-――――――――――――――――――――――

8．日程 5月2日 

（日） 

7:30～8:30 

 

8:00～9:00 

9:30 

 

10:00 

10:30～14:00

14:30 

15:30～ 

 

16:00～17:00

17:00～17:30

17:30～17:50

17:50～ 

18:15～20:00

20:00 

艇の搬入(江の島ヨットハーバー南門) 

-------ここから公式日程 

受付（江の島ヨットハーバー2F大会議室） 

江の島セーリングピクニック開会式 

およびスキッパーズミーティング（同上） 

D旗掲揚 

江の島セーリングピクニック 予告信号 

帰着 

移動（江の島ヨットハーバー南緑地公園 、 雨天：江の島ヨット

ハーバー2F大会議室） 

開会式 

安全指導講習会 

競技運営説明会 

移動（江の島ヨットハーバー2F大会議室） 

交流会（カレー＆バイキングパーティー） 

解散 

   
 A海面 さざえ島前海面 

9:25 以下の第１レース・スタート 

・ミニホッパー級上級者 

・シーホッパー級SR 

・レーザーラジアル級 

・レーザー4.7級 

・トッパー級 

以上5種目同時スタート 

以下の第１レース・スタート 

・ミニホッパー級初級者 

（6艇以上エントリーのある場

合） 

※6艇未満の場合は上級者に

組み入れる 

9:30 以下の第１レース・スタート 

・420級 

・SS級 

以上2種目同時スタート 

以下の第１レース・スタート 

・OP初級者 

9:35 以下の第１レース・スタート 

・OP上級者 

 

 以降のレースは順次行います 以降のレースは順次行います

5月3日 

（月） 

 海上にて昼食 陸上にて昼食 

mailto:jjyu.eyc.2010@gmail.com
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 A海面 さざえ島前海面 

9:25 以下のその日の最初のレース・

スタート 

・ミニホッパー級上級者 

・シーホッパー級SR 

・レーザーラジアル級 

・レーザー4.7級 

・トッパー級 

以上5種目同時スタート 

以下のその日の最初のレー

ス・スタート 

・ミニホッパー級初級者 

（6艇以上エントリーのある場

合） 

※6艇未満の場合は上級者に

組み入れる 

9:30 以下のその日の最初のレース・

スタート 

・420級 

・SS級 

以上2種目同時スタート 

以下のその日の最初のレー

ス・スタート 

・OP初級者 

9:35 以下のその日最初のレース・ス

タート 

・OP上級者 

 

 以降のレースは順次行います 以降のレースは順次行います

11:55 これより以降は予告信号を発し

ない 

これより以降は予告信号を発

しない 

14:30 移動（江の島ヨットハーバー南

緑地公園、雨天:江の島ヨットハ

ーバー2F大会議室） 

移動（江の島ヨットハーバー南

緑地公園、雨天:江の島ヨット

ハーバー2F大会議室） 

 

5月4日 

（火） 

15:00 閉会式、成績発表 閉会式、成績発表 

 ――――――――――-――――――――――――――――――――――

9．コース 9.1 江の島セーリングピクニック： コースは当日発表します。 

9.2 OP級上級者、ミニホッパー級上級者、シーホッパー級SR、レーザーラジアル級、レー

ザー4.7級、トッパー級、420級、SS級： 江の島沖A海面に設置したトラペゾイドコース 

9.3 OP級初級者、ミニホッパー級初級者： 江の島ヨットハーバーさざえ島前の海面に設

置したトライアングルコース 

 ――――――――――-――――――――――――――――――――――

10．得点 10.1 OP級上級者、ミニホッパー級上級者、シーホッパー級SR、レーザーラジアル級、レー

ザー4.7級、トッパー級、420級、SS級の得点は、以下とします。 

(1)本大会は、レースは最多で7レースを予定していますが、最少1レースの実施をもっ 

て成立とします。 

(2)7回のレースが成立した場合、その艇の得点は、最も悪い得点を除外した得点合計 

とします。 

(3)1～6回のレースが成立した場合、その艇の得点は、除外なしの得点合計とします。 

 10.2  OP級初級者、ミニホッパー級初級者の得点は、以下とします。 

(1)本大会は、レースは最多で10レースを予定していますが、最少1レースの実施をもっ

て成立とします。 

(2)7～10回のレースが成立した場合、その艇の得点は、最も悪い得点を除外した得点 

合計とします。 

(3)1～6回のレースが成立した場合、その艇の得点は、除外なしの得点合計とします。 

 ――――――――――-――――――――――――――――――――― 

11．計測 参加艇の船体及び艤装品は各級規則に合致することを原則としますが、RRS78(JSAF規定

5)は適用しません。ただし、レース委員会が大会中に疑義を認め、計測・軽量又は他の手

段により性能上著しく有利と認めた場合には、その艇を失格とすることがあります。 

 ――――――――――-――――――――――――――――――――――

12．安全 海上では常に適当な個人用浮力体（ライフジャケット）を着用しなければなりません。ウェット

スーツおよびドライスーツは、適当な個人用浮力体と見なしません。（RRS40の変更） 
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 ――――――――――-――――――――――――――――――――――

13．責任の否認 13.1 参加者は完全に自らのリスクと責任において競技するもとのとします。これに加えてレ

ースをスタートするか、あるいは継続するかを決める責任は、選手の所属するクラブ

の代表者（責任者）にもあります。これは、「RRS4」へ追加するものです。 

13.2 主催団体およびその他の大会関係者は、大会の前後、期間中に生じた物理的損害

または身体障害もしくは死亡によるいかなる責任も負いません。 

 ――――――――――-――――――――――――――――――――――

14．賞 各級・各種目の成績上位者には以下の表彰をします。 

14.1 特別表彰 

①文部科学大臣賞 

上級者種目の最多参加艇種の優勝者に文部科学大臣表彰状を授与します。 

②国土交通大臣賞 

上級者種目の準最多参加艇種の優勝者に国土交通大臣表彰状を授与します。 

③藤沢市長杯（予定） 

OP級上級者種目の藤沢市在住選手の最下級学年最高位順位者に藤沢市長杯

を授与します。 

④湘南なぎさパーク賞 

OP級初級者種目のJ.J.Y.U.の大会に初参加した選手の第１位から第3位までに湘

南なぎさパーク賞を授与します。 

14.2 連盟表彰 

①OP級初級者種目の優勝者にJ.J.Y.U.会長杯を授与します。この会長杯は持ち回り

ですので、翌年の大会の返還時にレプリカを授与します。 

②各種目の入賞者（第１位、第2位、第3位）にはメダルを授与します。 

③OP級初級者種目以外の各種目の入賞者、第1位から第6位までに、J.J.Y.U.会長 

表彰状を授与します。(ただし、参加艇数が6艇未満の場合は第1位から第3位まで

とします。） 

④OP級初級者種目の入賞者、第1位から第10位までに、J.J.Y.U. 会長表彰状

を授与します。 
14.3 湘南なぎさパーク特別賞 

    大会期間中、もっともマナーの良かった選手にグッドマナー賞を授与します。 

 14.3 大会参加賞 

大会参加選手全員に参加賞を贈ります。 

※5月2日の江の島セーリングピクニックに参加された選手にはセールナンバーの   

刻印入りステンドグラス・キーホルダーを贈ります。江の島セーリングピクニックに 

不参加の選手はセーリングナンバーの刻印無しステンドグラス・キーホルダーを贈り 

ます。 

 ――――――――――-――――――――――――――――――――――

15．その他 15.1 必要がある場合、会期中にクラブ代表者への携帯連絡先へ連絡することがあります。 

15.2 海上での交信のため、サポートボートは、できる限り無線機（430MHz）を用意下さい。

使用周波数は、当日連絡します。 

 ――――――――――-――――――――――――――――――――――

16．問い合わせ先 第30回日本少年少女オープンヨット大会  藤沢市市制70周年記念大会 

実行委員会事務局  横山 精英（江の島ヨットクラブジュニア） 

電話番号： 090-5339-1374（携帯） 

E-mail：   jjyu.eyc.2010@gmail.com 
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