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全国中学校ヨット選手権大会連絡協議会 香南市 香南市教育委員会
香南市教育委員会 高知県セーリング連盟
高知県教育委員会 高知県体育協会 香南市観光協会 香南市体育協会
高知新聞社 NHK 高知放送局 RKC 高知放送 KUTV テレビ高知 ＫＳＳさんさんテレビ
香南ケーブルテレビ エフエム高知
ダイドー・タケナカベンディング株式会社 土佐香南ライオンズクラブ
NPO 法人 YASU 海の駅クラブ
日本シーホッパー協会
海の駅クラブ
２０１９年７月２６日（金）〜２８日（日）
開会式
リゾートホテル 海辺の果樹園
TEL：０８８７－５５－４１１１
TEL：０８８７－５５－４１１１
〒７８１〒７８１-５６２２ 高知県香南市夜須町手結山５０６
競 技
香南市マリンスポーツ施設（シTEL：０８８７－５７－１８５５
香南市マリンスポーツ施設（シ-スポ）
TEL：０８８７－５７－１８５５
〒７８１－５６０２ 高知県香南市夜須町千切５３６－１９
閉会式
同上

１ 規則
（１） 本大会は『セーリング競技規則』（以下 RRS）に定義された規則を適用する。
（２） 規則４２違反に対し付則 P を適用する。

２ 参加資格及び申し込み
（１） 選手は、学校教育法第１条に規定する中学校のヨット部に在籍する生徒であること。
（２） 年齢は、平成１６年４月２日以降に生まれた者に限る。
（３） 出場する選手はあらかじめ健康診断を受け、在学する学校の校長の承認を必要とする。
（４） 平成３１年度（公財）日本セーリング連盟の会員であること。
（５） 前項（１）の条件を満たすことはできないが、（２）、（３）、（４）の条件を満たし、かつ以下の条件を満たすことができる場合は、主
催者の承認をもって参加することができるものとする。
●過去の全国中学校ヨット選手権大会に出場した学校の選手、または中四国地区に住み、居住地の県セーリング連盟の推薦
がある場合。
（６） 参加選手は１艇につき２人まで登録できるものとし、乗員の変更は陸上においてのみできるものとする。
なお、男女混合及び重複登録は認めない。
・万一の事故発生に備え、傷害保険等に加入するなどして万全の事故対策を立てておくこと。
（７） 参加者は、所定の申込書に参加・宿泊の必要事項を記入のうえ、期限までに下記の事務局あてに送付すること。
（８） セール番号は参加申し込み時に登録すること。それ以降の変更は原則として認めない。
★ 参加・宿泊申込書送付先及び問合せ先 ★
第１７回全国中学校ヨット選手権大会実行委員会
〒781-5602

事務局 井土

高知県香南市夜須町千切 536－19 （NPO 法人 YASU 海の駅クラブ内）

TEL 0887-57-1855

FAX 0887-50-4095

Ｅｍａｉｌ yasu-uminoeki@md.pikara.ne.jp

＊ 各書類は７月４日（木）必着とする。申込書は右の大会サイトからダウンロードできる。 http://yasu-uminoeki.com/

３ 参加料
（１）参加料
（２）支払方法

一人

５，０００ 円とする。

下記の口座に、７月４日（木）までに振り込むこと。
金融機関名 ： 高知県農業協同組合
支店名 ： 夜須支所 普通
口座名 ： 全国中学校ヨット選手権大会実行委員会 事務局 下村 征二
口座番号 ：

0018369

４ 競技種目
（１） OP 級男女個人戦

（２） ミニホッパー級男女個人戦

（３） シーホッパー級 SR 男女個人戦

（４） 学校対抗団体戦

５ 日程
（１）受付 ７月２６日（金）

１０：００～ １５：００まで （マリンスポーツセンター2 階）

計測 （艇置き場）

（２）レース日程
７月２６日（金）

１２：００～１５：００

合同練習会：マークを設定し、練習レースをする。
※ 選手は１５時までに着艇すること。

７月２７日（土）

１６：３０

開会式

１７：００

選手交流会 （リゾートホテル海辺の果樹園

２０：００

全国中学校ヨット選手権大会連絡協議会総会 （リゾートホテル海辺の果樹園）

９：２５

夕食を兼ねる）

ミニホッパー級・シーホッパー級 SR 第１レース予告信号 引き続きレースを行う。

９：３０
７月２８日（日）

（リゾートホテル海辺の果樹園）

OP 級第１レース予告信号

引続きレースを行う。

９：２５

ミニホッパー級・シーホッパー級 SR その日の第１レース 引き続きレースを行う。

９：３０

OP 級その日の第１レース

1５：００

表彰式・閉会式 （マリンスポーツセンター）
※この日のレースの予告信号は、12 時以降には発しない。

（３）レース数

全てのクラスにおいて、一日あたりのレース数は、7 月 27 日（土）３～４レース

7 月 28 日（日） ２～３レースとする。

６ 計 測
レース委員会によって、次の計測が行われる。
・バウライン 太さ６mm 以上長さ８m 以上

・パドル

・センターボード及びマスト流出防止ロープ

但し、レース委員会が必要と判断した場合には、各クラスルールに則り詳細な計測を実施することができるものとし、その場合、
各参加者はレース委員会の指示に従わなければならない。
※ ミニホッパー級のセールについては、ミニホッパー級の競技規則に基づいたヤマハ純正のセール以外での出場も認める。
（ただし、セールが純正セールとほぼ同規格であると認める場合に限られる。）

７ 帆走指示書
帆走指示書は 7 月初旬に大会サイトからダウンロードできる。

８ 開催地
添付１はレガッタ及びハーバーの場所を示す。
添付２はレースエリアの場所を示す。

９ コース
おおよそ下図のとおりとする。

①ミニホッパー級・

②

OP 級コース図

シーホッパー級 SR コース図

１０ 得点
（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。
（２） 個人戦は、RRS 付則 A４の低得点方式を適用する。
（３）艇の総得点は、すべてのレースの得点合計とする。ただし４レース以上成立した場合は、その艇の最も悪い得点を除外する。

これは RRS 付則 A２を変更するものである。
（４） 団体戦の得点方法は、以下のとおりとする。
①団体参加得点
・５名以上参加したチームに１０点を与える。
・各クラスに参加したチームには５点を与える（全クラスに参加した場合は１５点）。
②競技得点
・各クラス上位８名（男女別なく、総合成績）に以下の得点を与える。
１位：１０点、２位：８点、３位：６点、４位：５点、・・・７位：２点、８位：１点
③得点集計方法
・中学校ごとに、団体参加得点と各クラス競技得点のうち各団体の最上位者の競技得点の総和で団体戦の得点を計算する。
④団体戦のタイ解消法
・得点の総和がタイになった場合は、参加得点の多い方を上位とする。また、それでもタイが解けない場合は、各クラスの総
合順位の上位数の多いチームを上位とする。
⑤その他
・団体戦の表彰は、学校単位とする。
・団体戦は各クラスそれぞれ総合成績を基本とする。したがって、男女分けはしない。

１１ 支援艇
（１）支援艇は大会が支給するピンク旗の識別をつけなければならない。主催団体の要請がある場合は、救助などの大会運営に参加
すること。
（２）支援艇の持ち込みを希望する学校は、事前に開催地実行委員会に連絡し許可を取らなければならない。
(問合せ先：全国中学校ヨット選手権大会実行委員会事務局 電話：０８８７－５７－１８５５)

１２ 停泊
艇は艇置場にある間、指定された場所に保管しなければならない。

１３ 賞
（１） 各クラス男女個人戦の優勝者には優勝杯並びに賞状を授与する。５位までの入賞者には賞状を授与する。
（２） 団体戦優勝校には優勝杯並びに賞状を授与する。５位までの入賞校には賞状を授与する。

１４ 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。規則４（レースすることの決定）参照。主催団体は、レガッタの前後、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わない。

大会におけるその他の情報
（１） 競技中の疾病障害等の応急処置は主催者側で行うが、その後の責任は負わない。
（２） 参加者は健康保険証（コピーは不可）を持参すること。

（３）開会式・閉会式には各校ごとに統一した服装で参加すること。

（４） 艇は原則として自艇または自己の責任によって用意したものとする。
搬入 ７月２５日（木） １３時より

（５）艇の搬入及び搬出は次の期間とする。

搬出 ７月２９日（月） １７時まで

（６）大会前の練習は、合同公式練習以外は、主催者は一切の責任を負わない。
（７）炎天下の大会なので、大会参加者はそれぞれ帽子や水分補給をわすれないこと。
（８）大会参加者は、期間中なるべくゴミが出ないように努め、発生したゴミについては分別収集に協力すること。
（９）地震・津波発生時の対策として、大会避難マニュアルを添付する。

（１０） 宿泊・弁当については主催者側で斡旋する。

（１１） 大会で撮影した写真等の肖像権は主催者に帰属する旨を了承の上参加すること。
■宿泊場所名：リゾートホテル 海辺の果樹園

高知県香南市夜須町手結山 506-1

料金：選手（中学生） 1 泊 2 食付＠7,000 円(税込)

℡：0887-55-4111 （大会会場まで車で５分。バス送迎あり）

大人 1 泊 2 食付＠8,000 円(税込)

※1 日目（26 日）は開会式及び交流会を同ホテルにて予定しており、交流会はその日の夕食を兼ね、費用は宿泊費に含まれます。
当日宿泊されない方は交流会費として別途 2,500 円を頂きます。
■弁当 香南市の食材を活かした日替わり弁当の予定です。(お茶付)一日６００円

宿泊及び弁当の申し込み用紙に記入の上、大会事務局へ申し込むこと。 料金は７月１２日金曜日までに振り込むこと。
振込先は、参加料振込先と同一です。

