
 

２００８年度 

第 35 回レーザークラス全日本選手権大会（和歌山セーリングセンター） 

35th 2008 LASER CLASS ALL JAPAN CHAMPIONSHIPS 

（WAKAYAMA Sailing Center） 

 

 レース公示（Notice of Race） 

2008/9/1 変更 NOR18.2 

1.主催団体 

 共同主催 

日本レーザークラス協会 

和歌山県セーリング連盟、ＮＰＯ法人和歌山セーリングクラブ 

公認  

財団法人日本セーリング連盟  （JSAF 承認番号Ｈ２０－３１） 

後援（予定） 

和歌山県、社団法人和歌山県体育協会・和歌山県教育委員会 

和歌山市、和歌山市体育協会・和歌山市教育委員会 

協賛（調整中） 

 

 

2.規則 

1.1 ２００５－２００８セーリング競技規則（以下 RRS とする）定義された「規則」。 

1.2 RRS 付則 P を適用する。  

 

3.広告 

 広告のカテゴリーはクラス規則に定められたとおりとする。主催団体は各競技艇に対し大会ス

ポンサーの広告を艇体に表示するよう要求する場合がある。 

 

4.競技種目 

 レーザークラス、スタンダードリグに限る 

 

5.参加資格 

5.1 日本レーザークラス協会の２００８年度メンバーであること。（スポットメンバーを除く） 

5.2 日本セーリング連盟の２００８年度のメンバーであること。 

5.3 所属するフリートのキャプテンの推薦があること。 

5.4 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るので注意するこ

と。 

 

6.参加料 

 選手１名 ２０，０００円（レセプション費、マリーナ使用料、マリーナ駐車場費を含む） 

※レセプションのみの参加料は、当日支払いで１名３，０００円 

 

7 競技日程 

 ９月１９日（金） 

09：00 

10：00 

17：00 

９月２０日（土） 

08：00 

10：00 

10：30 

 

レースオフィスオープン 

受付・計測開始 

受付・計測終了 

 

受付・計測開始 

受付・計測終了 

開会式・艇長会議 
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12：25 

19：00 

9 月 21 日(日) 

09：25 

18：00 

９月２２月（月） 

09：55 

９月２３日（火）  

09：55 

14：00 

16：00 

第１レース予告信号、引続きレースを行う（3R 予定） 

アニュアルミーティング（和歌山セーリングセンター艇庫２階会議室） 

 

当日最初の予告信号、引続きレースを行う（3R 予定） 

レセプション（和歌山セーリングセンター内を予定） 

 

当日最初の予告信号、引続きレースを行う（3R 予定） 

[秋分の日] 

当日最初の予告信号、引続きレースを行う（２R 予定） 

以降の予告信号は発しない 

表彰式・閉会式 

 

8.計測 

8.1 全選手は下記日程に艇の大会計測を受けなければならない。 

計測は和歌山セーリングセンター内において次のとおりに行われる。 

 ９月１９日（金） 10：00～17：00 

 ９月２０日（土） 08：00～10：00 

計測はレース委員長の判断により、この他の日程にも行われることがある。 

8.2 全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いなければならない。 

8.3 クラスルール  

＊第 1 章 基本規則の厳守  

＊Sail No と艇体 No 第２章－4eii に適合しない場合はレース委員長からの書面による Sail No

の変更許可が必要。  

＊Boom 第３章 18.アイ等の移動、変更があれば計測図(2)による計測が必要。  

＊UPPER MAST. BOTTOM MAST 第２章の 5 どんな場合でも永久的にまがったマストを使用

してはならない。  

＊RUDDER  テンプレートで計る、78 度より入り込んでいる場合はラダーヘッドのピンにビニ

ールテープ等 で巻き再計測          

＊Bow Line、CONTROL SYSTEMS、CONTROL LINES、FITTINGS は第２章 3 を参照下さい。 

＊Mast retention マスト流れ止の有無を調べる 第 2 章（b)xi  

＊BATTAN MAX600mm と 400mm Concave タイプのバテンはへこんだ部分を計測  

＊CENTRE BOARD Case  艇体の上部から覗き内部にカーペット等が貼ることは不可  

＊計測用スタンプ または、計測員のサイン（年月日を記入はマジックインク等を使用） 

  

計測時は艇体にロアーマストをセットし艤装する。（セール・バテンは持参） 

各選手は受付け時に渡された計測用シートを持参 

＊計測シート 

 

9.帆走指示書 

 帆走指示書は９月１日までに和歌山セーリングクラブのＷＥＢサイトで公開する。 

http://www.wakayama-sailing.org 

 

10.開催地 

 和歌山市和歌山マリーナシティ「和歌山セーリングセンター」及び和歌浦湾 

 添付１図にレースエリアの場所を示す。 

 

11.コース 

 添付２図に示す。 

 

 

2/6 

http://www.wakayama-sailing.org/


 

12.得点 

12.1 セーリング競技規則（2005-2008）付則Ａの低得点方法を適用する。 

12.2 本大会は１１レース（予選シリーズ６レース、決勝シリーズ５レース）を予定し、４レースの完了を

もって成立する。 

 

14.安全 

 海上では常に適当な救命胴衣（ライフジャケット）を着用しなければならない。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さない。もし、救命胴衣の浮力装置が膨張式

のものであれば、海上では常に膨張させた状態で着用しなければならない。これにより RRS40

を変更する。 

 

15.支援艇 

15.1 サポートボートはレスキューボートとみなされ、以下の条件を満たす場合のみ使用を許可する。

a) 参加申し込み時に申請用紙にてレース委員会に使用を申請し、許可を受けること。申請、許

可なき艇の出艇、および定員の半数を超える乗艇は認められない。 

b) 常時はサポートボートとして航行範囲の制限を守り、レース委員会からレスキューボートとして

の要請があれば、いつでもこれに応じること。この要請があった場合のみ制限範囲内への進入

を認める。 

c) ハーバーに対する搬入手続きおよびハーバー使用料支払いは、各自で行うこと。 

d) サポートボートは、ヨットモータボート保険（対人対物賠償責任保険及び搭乗者傷害保険）に

加入していなければならない。 

15.2 運行についてレース委員会の指示に従わなかった場合は、運行の停止を命じることがある。 

15.3 海上でレース委員会からサポートボートへの支援要請は、運営艇に『ピンク色』旗を掲揚して

通告する。 

 

16.賞 

 総合第１位～第５位の選手には、クラスルール付則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。 

シニア、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 

   シニアは 2008 年 9 月 20 日において 45 歳以上。 

    ユースは 19 歳以下で誕生日が 1989 年 1 月 1 日以降とする。 

 

17.免責 

17.1 本選考会に参加する選手は自己の責任おいてレースに参加するものとする。 RRS4 参照。 

17.2 本選考会の主催団体等は、本大会の前後および期間中に発生した人的事故（傷害・死亡等）

ならびに物的事故（損傷・盗難等）について、その責任を一切負わないものとする。 

 

18.参加申込 

18.1 エントリーフォームに必要事項を記入の上、大会事務局宛へ郵送、ＦＡＸ、またはｅメール（大

会ＷＥＢサイトからも可能）で申込を行うこと。エントリーリストには参加申し込みを受理した段階

で掲載し、参加料の入金を確認した時点で正式エントリーとする。 

 

 申込み先 

レーザークラス全日本選手権大会事務局 

〒641-0014 和歌山市毛見 1514 「和歌山セーリングセンター」内 

TEL ０７３－４４８－０２５１  

FAX ０７３－４９４－３２５２ 

Mail wsc@citrus.ocn.ne.jp  web http://www.wakayama-sairing.org 

 

18.2 参加申込の締め切り９月 1６日（火）当日必着 

  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５，０００
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円とする。最終締切：９月１９日（金）必着とする。 

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、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

返金の為の手数料を差引き返金する。 

 

18.3 参加料の振込先 

 りそな銀行 長後支店 

 普通 1168176  名義「日本レーザー級協会 岡室保子」 

 [注]振込は必ず、選手個人の名前で行うこと 

 

19.その他 

 レーザーニュース 195 号 3 ページ掲載 

「2009 年レーザー級・レーザーラジアル級（女子）世界選手権代表選考方針」参照 

 

20.大会事務局 

 レーザークラス全日本選手権大会事務局） 

〒641-0014 和歌山市毛見 1514 「和歌山セーリングセンター」内 

TEL ０７３－４４８－０２５１ FAX ０７３－４９４－３２５２ 

Mail wsc@citrus.ocn.ne.jp 

大会ＷＥＢサイト（和歌山セーリングクラブホームページ内） 

http://www.wakayama-sailing.org 

和歌山セーリングセンター 営業時間 ９：００～１７：００ 火曜日定休日 

  

以下はＮＯＲに含まれない参考情報である。 

 

A1.艇の搬入搬出 

 競技艇の搬入は、２００８年９月１５日（月・祝）９：００から 

搬出は９月２３日（火・祝）１８：００まで。 

この期間以外はマリーナ使用料〔イベント〕（１日８００円／艇）が必要。 

また、参加者以外の車は駐車料金（１日５００円）が必要。 

A2.レセプションの案内 

 ９月２１日（日）１８：００～、和歌山セーリングセンター内を予定。 

A3.運営の協力 

 大会運営にご協力いただける方は参加申込時にお知らせ下さい。調整の上、レース委員会か

らレース委員を委嘱します。 

A4.宿舎の案内 

1) 宿泊先は各自が手配すること（大会事務局にて紹介可能です。詳しくは大会事務局までご連

絡下さい）。 また、会場外での連絡を確保するため、宿泊先、及びフリート代表者は連絡用携

帯電話番号を事務局に届け出て下さい。 

2) 選手は健康保険証を持参すること。 

3) 昼食は用意されないので各自用意すること。 

4) 近隣の宿泊施設情報  

a. 和歌山マリーナシティ・ロイヤルパインズホテル ０７３－４４８－１１１１ 

http://www.marinacity.com/hotel/ マリーナから徒歩すぐ 

b. 紀三井寺ガーデンホテルはやし ０７３－４４４－１００４ 

http://www.kimiideragardenhotel.com/ マリーナから車で５分 

c. ビジネスホテル圭（ます） ０７３－４４７－２０３４ マリーナから車で５分 

d. 新和歌ロッジ ０７３－４４４－９０００ マリーナから車で１０分 

e. ホテルアバローム紀の国 ０７３－４３６－１２００ http://www.avalorm.com/  

マリーナから車で２０分 
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添付 １図「レースエリア」 
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添付 ２図「コース」 

 

 


