
2019 稲毛ウィークヨット選手権大会 

兼 関東・東海４２０級選手権大会 
レース公示（NOR） 

平成 31 年 5月 3日（金）～ 5日（日） 

 
主  催  千葉県セーリング連盟 
後  援  (公財)千葉県体育協会 日本 420 協会  日本 FJ 協会   

日本レーザークラス協会 
大会運営  千葉県セーリング連盟  千葉市セーリング協会 

  千葉県高等学校体育連盟ヨット専門部 
協  力  (公財)千葉市スポーツ振興財団 
協  賛  PERSSON MARINE JAPAN     HIK OFFICE 
 
1．規則 
1.1  本大会は，2017-2020 セーリング競技規則（以下「RRS」という）に定義された「規 

則」を適用する。 
1.2  RRS 付則 P を適用する。 
1.3  RRS 付則 D は適用されない。 

 
2．競技種目 

420 級，FJ 級，レーザーラジアル級 
 
3．参加資格および参加申込 

  3.1  参加資格 
(a) 2019 年度(公財)日本セーリング連盟会員登録済みの者。 

 (b) 2019 年度当該クラス協会会員登録済みの者。 
 (c) 参加者が未成年の場合には次の条件を満たすこと。 

     ｱ．親権者の承諾を得ること（参加申込書に親権者の署名・押印をすること）。 
        ｲ．監督が付き添うこと（ただし，複数の艇の監督を兼ねることができる）。 

3.2  参加申込 
(a) 申込方法 

所定の参加申込書に必要事項を記入の上，参加料を振り込み，下記宛てに郵送に 
て申し込むこと。なお，FAX およびメールでも受け付けるが，その場合には受付 
時に大会陸上本部に原本を提出すること。 

(b) 申込先 
〒261-0003  千葉市美浜区高浜 3-1-1 千葉市立稲毛高校内 

           稲毛ウィーク事務局  都
と

澤
ざわ

 劾
つとむ

 宛 

           Tel．043-277-4400  Fax．043-279-0565 
      ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ fj1105【at】inage-h.ed.jp  （送信時は【at】を＠に変えて送ること） 
(c) 申込期限 

平成 31 年 4 月 16 日(火) 必着 
    レイトエントリー ４月１７日（水）～４月２４日（水）必着  
    （レイトエントリーは，エントリー料に５０％のペナルティーを加算する）  



4．参加料等 
4.1  参加料 

420 級，FJ 級：（一般）1 艇 15,000 円 （高校生以下） 1 艇 12,000 円 
レーザーラジアル級  1 艇 5,000 円 （高校生以下） 1 艇  4,000 円 
※レイトエントリーは，エントリー料に５０％のペナルティーを加算する。 

  4.2  振込先 
    千葉銀行 新稲毛支店（店番号 071） 
   口座番号（普通）3627377 
   千葉県高等学校体育連盟ヨット専門部 都澤 劾  
  4.3 その他の費用 
  ハーバー施設利用料および陸置料（1 艇 930 円／1 日）は，各艇の負担とする。 
  受付時に日数分をまとめて大会陸上本部に納入すること。 
 
5．競技日程 
5.1  受付時間および場所  

5 月 2 日（木）  9:00 ～ 16:00（稲毛ヨットハーバー内大会陸上本部） 
5 月 3 日（金）  9:00 ～ 11:00（同上） 

5.2  レース日程 
   5 月 3 日（金）  11:00 ～ 開会式（稲毛ヨットハーバー内大会陸上本部前） 
                引き続き競技運営説明会（同上） 
                   13:00   最初のクラスの予告信号予定時刻 
                              引き続きレース 
   5 月 4 日（土）   8:30    ブリーフィング 

9:30   その日の最初のクラスの予告信号予定時刻 
                              引き続きレース 
   5 月 5 日（日）  8:30    ブリーフィング 

9:30   その日の最初のクラスの予告信号予定時刻 
                              引き続きレース 

（各クラスとも，13:00 以降に予告信号は発しない） 
16:00 ～ 閉会式・表彰式（稲毛ヨットハーバー内大会陸上本部前） 

5.3  レース数 
   本大会は，各クラスとも 10 レースを予定する。ただし，レースが 1 レース以上完了

していれば大会は成立とする。 
 
6．計測    
6.1 原則として競技前の計測は実施しないが，参加チームは各クラス規則に適合している 

こと。 
6.2 レース委員会はいつでも計測を行うことができる。 
6.3 RRS78 およびセーリング装備規則 A.2 に留意し，計測証明書を持参すること。 

ただし，艇体番号とセール番号が異なる場合は，双方の計測証明書を持参すること。 
 
7．帆走指示書 
  大会陸上本部にて，受付時に入手することができる。 
  また，4 月 24 日（水）までに，下記 web ページにて公開する。 
    ・千葉県セーリング連盟ホームページ 

http://www.geocities.jp/new_csaf/ 



 
8．開催地 
8.1  千葉市 稲毛ヨットハーバー 

千葉市美浜区磯辺 2-8-1   TEL  043-279-1160 
8.2  レースエリア：稲毛沖東京湾 
 

9．コース 
帆走するコースは，「トラペゾイドコース」を予定し，詳細は帆走指示書で規定する。 

 
10．得点 
 艇のシリーズの得点は，各クラスとも次のとおり算出する。 

 (a) 5 レース未満しか完了しなかった場合，艇のシリーズの得点はレース得点の合計と 
する。 

(b) 5 レース以上完了した場合，艇のシリーズの得点は，最も悪い得点を除外したレー 
ス得点の合計とする。 

 
11．支援艇 
 11.1  支援艇とは，大会運営艇以外で救助・指導などにあたるボート等を指す。 
 11.2  支援艇は，受付時に大会陸上本部に登録しなければならない。 
11.3  支援艇は，レース委員会から要請があった場合，救助活動および曳航活動に従事し 

なければならない。 
 
12．賞 

各クラスとも 1～3 位までのチームに賞状およびトロフィーを授与する。 
 
13．責任の否認 

この大会の競技者は自分自身の責任で参加する。RRS4［レースをすることの決定］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身体障害もしくは死亡 
によるいかなる責任も負わない。 

 
14．その他の要件 
   ライフジャケットは，各クラス規則に記載された最低基準を満たす適正なものを持参す 

ること。 
 
15．問い合わせ先 
  本大会の問い合わせ先は次のとおりである。 
   〒261-0003  千葉市美浜区高浜 3-1-1 千葉市立稲毛高校内 
          稲毛ウィーク事務局  都澤 劾 
           Tel． 043-277-4400 （携帯）090-4916-6195 

  Fax．043-279-0565 
                    ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  fj1105【at】inage-h.ed.jp 
                ※送信時は，【at】を＠に変えて送信のこと。 
 
16．広告 
   艇は，主催団体によって選択され支給される広告を表示するよう要求されることがある。 



以下は NOR に含まれない参考情報である。                       

 

A．本大会は，「2020 年 420 級世界選手権大会 日本代表チーム選考方

針」に定める条件に合致した場合，ランキング大会として扱われる。 

「2019-2020 日本ランキング対象大会(詳細は後日公示)」   

日本 420 協会  http://www.japan420sailing.org/ 

B．宿泊 

宿泊施設の斡旋はしない。予約・申し込みや手続きは各チームで実

施すること。会場付近にはホテル等多数あるが，混雑が予想されるた

め早めに申し込みをすること。 

C．競技艇および支援艇の搬入は原則として 5月 2日（木）9:00以降とし，

搬出は 5 月 6 日（月）16:00 までとする。 

D．チャーター艇の用意はしない。 

E．大会参加に際して提供される個人情報は大会活動のみに利用するも

のとし，これ以外の目的に利用することはない。 

F．本 NOR および参加申込書は web ページからダウンロードできる。 

 千葉県セーリング連盟 HP     http://www.geocities.jp/new_csaf/ 

G．今大会は，「PERSSON MARINE JAPAN」と「HIK OFFICE」の協賛

を受けている。出場選手には，閉会式前に豪華賞品（セールなど）の

あたる抽選会を実施する予定である。 

http://www.japan420sailing.org/

