香南市長杯 第９回龍馬カップ in KOCHI(オープンヨットレース
KOCHI(オープンヨットレース)
オープンヨットレース)レース公示

開催目的

子供から大人まで幅広い世代が楽しめるヨットレースを行い、マリンスポーツの普及と参加
者同士の親睦を図る。

主催
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後援

ＫＣＴＶ香南ケーブルテレビ 高知新聞社 RKC 高知放送
エフエム高知 ＫＵＴＶテレビ高知 ＮＨＫ高知放送局 KSS さんさんテレビ

協力

香南ジュニアヨットクラブ保護者会

協賛

㈱ヤ･シィ ダイドー・タケナカベンディング㈱ リゾートホテル海辺の果樹園
JA 土佐香美
香南市商工会 香南市観光協会 各申請中

大会役員

大会名誉会長
大会会長

開催場所

高知県香南市夜須町千切 536-19 香南市マリンスポーツ施設（シースポ）

開催期日

２０１７年５月１３日（土）～１４日（日）

１

高知大学ヨット部

清藤 真司（香南市長）
丸岡 克典（NPO 法人 YASU 海の駅クラブ理事長）

規則
本大会は『2017-2020 セーリング競技規則』に定義された規則を適用する。また、レース公示
および帆走指示書が適用される。

２

参加資格

２．１

ディンギークラス・・・艇種は問わない。大会が定めたハンディキャップを用いて行うオープンヨット
レース。
ビギナークラス・・・艇種は問わない。操船経験はあるがレース経験の浅い人や、艇長が短い
艇のために、沿岸部で短いコースのレースを実施。大会が定めたハンディキ
ャップを用いたオープンヨットレース。

２．２

参加資格のある艇は、龍馬カップホームページ（http://www.ryomacup.com/）から参加申込書をダ
ウンロードし、下記宛に郵送、FAX または E メールで申し込むこと。
ＦAX または E メールにて申し込みをした者は、必ず申し込み先に送信されたか確認を行うこと。
送信に関する不受理等の支障は、参加者の責任とする。
ホームページから参加申込書がダウンロードできない選手は、下記に連絡し必要な書類を入手
すること。
NPO 法人 YASU 海の駅クラブ
HP： http://yasu-uminoeki.com
E-mail ： yasu-uminoeki@md.pikara.ne.jp
〒７８１－５６０２ 高知県香南市夜須町千切５３６－１９
Tel：０８８７－５７－１８５５
Fax：０８８７－５０－４０９５
参加申込み締め切り
５月５日(金 ) 必着

３

参加料

３．１

ディンギークラス及びビギナークラス
一人乗り艇 高校生以下 3,000 円、一般 5,000 円 (14 日レセプション代含む)

二人乗り艇 高校生以下 5,000 円、一般 7,000 円、交代クルーは一人 2,000 円
※香南市民および YASU 海の駅クラブ会員は、上記金額から 1,000 円を引いた金額とする。
※過去の大会参加者で新規参加者（過去 2 年間大会に参加した経験の無い方）を紹介した
方は、上記金額から 1,000 円を引く。
３．２

応援、もしくは付き添いの方が１３日夕方に開催されるレセプションに参加する場合は、大人
一人につき 2,000 円、高校生以下 1,000 円と事前の申し込みが必要。

３．３

艇を持ち込む場合、2 日間の施設使用料（1,030 円/2 日間の艇置き料）が別途必要となる。参加
料及び艇置き料は、申し込み時に下記まで振り込むこと。
振込先 ： 四国銀行 赤岡支店 普通 ０３１２７３５
トクヒ）YASU 海の駅クラブ 理事長 丸岡克典

４

日程

４．１

受付
5/13（土）

（ディンギークラス・ビギナークラス共通）

09：00 から受付開始
11：00 開会式

４．２

引き続き艇長会議を行う

レース日程
5/13（土）

13：00 第 1 レース予告信号
17：00 レセプション

5/14(日)

10：00 当日最初の予告信号

引き続きレースを行う。

15：00 表彰式・閉会式
５

計測
次の計測が行われる。
各艇は直径 6mm 以上長さ 5m 以上の曳航ロープを搭載し、その一端は船首部分に結び付けら
れていなければならない。

６

帆走指示書
帆走指示書は 5 月 9 日（火）以降にＨＰよりダウンロードできる。
ＨＰ ： http://www.ryomacup.com/

７

開催地

７．１

添付１は、レガッタ及びハーバーの場所を示す。

７．２

添付２はレースエリアの場所を示す。

８

コース
添付３の見取り図、もしくは添付４の見取り図のコースでレースを行う。

９

得点

９．１

大会が定めたレースレーティングによりレース時間を修正して順位を決定し、
2017-2020 セーリング競技規則付則 A の低得点方式を適用する。

９．２

本大会は 5 レースを予定し、最小１レースをもって成立する。

９．３

艇のシリーズの得点は、すべてのレース得点の合計とする。

１０

支援艇

１０．１ 支援艇のハーバー関連施設への搬入は事前に連絡すること。
１０．２ 支援艇は、レース艇の出艇・帰艇中にスロープを使用してはならない。
１１

賞
各クラス総合第 1 位～第 3 位、その他特別賞あり。

１２

責任の否認
このレガッタの競技者は自分自身の責任で参加する。以下引用 『規則４ レースすることの決
定 レースに参加するか、またはレースを続けるかについての艇の決定の責任は、その艇のみ
にある』 主催団体は、レガッタの前後、期間中に生じた物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わない。

１３

保険
参加者は有効な第三者賠償責任保険に加入していなければならない。

１４

問い合わせ
NPO 法人 YASU 海の駅クラブ
HP： http://yasu-uminoeki.com
E-mail ： yasu-uminoeki@md.pikara.ne.jp
〒７８１－５６０２ 高知県香南市夜須町千切５３６－１９
Tel：０８８７－５７－１８５５
Fax：０８８７－５０－４０９５

以下はレース公示に含まれない連絡事項である
１

チャーター艇

①

ミニホッパ- ３艇
FJ

② チャーター料

１艇

トッパー
SS

一式 3,000 円

２艇

１艇

シーホッパー

５艇

ホビー１６

１艇

大学生以下は艇体のみの場合、無料。

③ チャーター艇は先着順とする。
希望の選手は参加申込書記入のうえ、事務局に問い合わせを行うこと。
２

艇の搬入

5 月 13 日（土） 8：00～とする。それ以前の搬入は連絡すること。

３

宿泊施設の紹介
サイクリングターミナル海のやど 「しおや宿」 ℡0887-55-3196 http://www.shioyajuku.com/
海辺の果樹園
℡0887-55-4111 http://www.umibenokajuen.co.jp/

４ 龍馬カップ inKOCHI ハンディキャップは大会 HP にアップする。

