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日本オープンスキフクラス協会海外派遣取扱内規 

 
平成 30年（2018年）2月 25日 

平成 30年度第 1回理事会決定 

（趣旨） 

第1条 趣旨 

  １） この内規は、オープンスキフクラスにおける海外選手との交流を深め、技術力向上のために、日本オープンス          

キフクラス協会（以下 JOSCA という）が海外に派遣する選手および選手団についての事項を定める。 

２） 1つの団体として互いに協力し合える選手団とするため、また未成年者である代表選手が精いっぱい楽しくセー

リングに集中できるようにするため、団員は相互に配慮協力し合うものとする。 

 

（適用範囲および選手資格） 

第２条 適用範囲および選手および選手団の資格は次のとおりとする。 

１） 当内規は、 World O’pen Skiff Cupを初めとする国際オープンスキフクラス協会（以下 OSCA という）が主催

する国際大会（以下World Cup という）に派遣する選手および選手団に適用する。 

２） World Cupに参加する選手および選手団は、OSCAの公式加盟協会であり、日本セーリング連盟（JSAF）の

加盟団体である JOSCAの会員であること。 

３） 選手は、JOSCA主催の選考レースに参加し、JOSCAより招待派遣選手または代表選手として認定を受けた

ものであること。 

 

（招待派遣候補選手および代表候補選手の選考大会） 

第３条 選考大会は次のとおりとする。 

１） 原則として、春季に開催する Japan O’pen Skiff Cup。 

２） 原則として、秋季に開催する O’pen Skiff全日本選手権。 

３） 国際大会日程等の理由により上記選考大会が開催できない場合、JOSCAが承認するこれに準じた大会。 

  

（招待派遣候補選手および代表候補選手の選考基準） 

第４条 候補選手の選考基準は次のとおりとする。 

１） 招待派遣候補選手は、選考大会の成績最上位者とする。 

２） 招待派遣候補選手が出場を辞退した場合、次点以下を繰り上げる。 

３） 代表候補選手は、選考大会の成績の上位者とする。 

４） 対象大会名、派遣選手数、得点方式、認定手順等は当該選考大会のレース公示に記載される。 

 

（代表選手認定手順） 

第５条 招待派遣選手および代表選手の認定手順は次のとおりとする。 

１）  候補選手として選考された選手は、レース公示に記載された選考に係る期限までに、協会に対し保護者同意書

の提出と参加意思の表明をもって、選手として認定される。 

２)  前項までの規定に加え、会長が推薦し、レース委員会およびルール委員会で承認された選手を代表とすること

ができる。 

 

（派遣選手団の構成） 

第６条 派遣選手団の構成は次のとおりとする。 

１） 公式役員 

① 国別代表 原則 1名。JOSCAからの代表。 

 ② マネージャー 原則 1名。同行する保護者またはサポーターの中から、国別代表が指名する。 

③ コーチ 必要に応じ、保護者または選手の要請をもとに、国別代表が指名する。 

人数は原則として 1名。ただし選手が 10名を超える場合は、2名以上が望ましい。同行

するサポーターの中から指名する場合もある。 

２） 選手 

３） サポーター 保護者・家族または所属クラブのメンバー 

４） 備考  国別代表またはマネージャーが欠員の場合は、各々が代行する場合もある。 
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（派遣費用負担とその助成） 

第７条 派遣選手団に参加するために要する旅行費用は航空券費用とその他費用（大会参加費、設備装備賃借費、交

通費、宿泊費、食事費等）に二分し、その負担は、以下のガイドラインに従い、国別代表が決定する。 

 ガイドライン； 

① 国別代表の航空券費用は、協会負担を基本とし、その他費用は選手（乃至その保護者）が均等に負担す

る。 

② マネージャーの旅行費用は、選手（乃至その保護者）が均等に負担する。 

③ コーチの旅行費用は、選手（乃至その保護者）が均等に負担する。  

④ 招待派遣選手の航空券費用は、協会が負担する。 

⑤ その他の費用は、選手団各員の負担とする。 

 

（順守義務および団体行動について） 

第８条 順守義務および団体行動について 

１）  選手および選手団は、派遣期間中（事前打ち合わせ中を含む）、JOSCA会長（以下会長という）並びに国別

代表の指示に従わなければならない。 

   ２） 選手および選手団が当内規に従わない場合、または代表団としてふさわしくない行動等があった場合、会長

はその選手および選手団の派遣を取り消すことができる。 

  ３） 派遣選手団は団体行動を原則とし、別行動は認めない。 

 

（サポーターの同道） 

第９条 

１） 義務教育期間中の選手についてはサポーターの同伴・同道を原則とする。サポーターが同伴・同道できない場

合、会長はその選手の代表としての派遣を認めてはならない。  

２） ただし選手が国内各フリートに所属している場合、フリートとしてサポーターを選定することができ、かつサポー

ター数については下記ガイドラインに従うものとする。サポーター数がガイドラインに達しない場合、フリートに所

属する選手数をサポーター数に応じた数に調整しなければならない。 

３） 選手が国内各フリートに所属していない場合、下記ガイドラインの枠内で、他フリートのサポーターに代行を委

任することができる。 

４） 選手数とサポーター数のガイドライン： 

選手数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

サポーター数（最少） 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 

 

(報告義務) 

第１０条 渡航計画および渡航報告 

１） 選手団は、原則として大会２カ月前までに、渡航計画を提出し、会長の承認を求めなければならない。 

２） 選手団は、大会終了後１カ月以内に、渡航報告および会計報告を提出し、会長の承認を求めなければならない。 

３） 報告書については JOSCAのウエブサイトに掲載される。 

 

（危機管理） 

第１１条  

  １） JOSCAは、海外派遣に伴う危機管理として、次の事項に対応する権限を会長に一任する。 

① 危機予防の観点から準備および措置すべき事項 

② 危機が発生した場合に、必要となる対応 

③ 海外派遣する場合に、その実施や中止および延期、継続などの判断をするためのガイドラインの設定 

④ 危機発生時における安全確保 

 ２） 選手は、協会がまとめた海外渡航危機管理マニュアルを熟読し、渡航中の危機回避に備える心構えを持ち、順守

しなければならない。 

 ３） 保護者およびサポーターは、自己の選手に対し前項のマニュアルの熟読を勧め、選手の内容咀嚼に助力するも

のとする。 

 

（情報と決定） 

第１２条  

  １） JOSCA は、代表選手団の渡航手段、現地移動手段、宿舎、コーチ・ボート等に関し、ワールド開催国協会乃至
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団体と密に連絡を取り、情報収集に努めるものとする。得られた情報は逐一公開され、選手団はこの情報に独

自で収集した情報を加味し、渡航計画を国別代表が中心となり合議により決するものとする。 

２） 保護者は、国別代表の提案する事項に対し、速やかに協調的に意見具申し、そこで合議に決しない場合には国

別代表に一任することを了解するものとする。 

 

（雑則） 

第１３条 この内規に定めるもののほか、海外派遣の実施に関して必要な事項は会長が別に定めることがある。 

 

附則 

この内規は、平成 28年（2016年）4月 1日より施行する。 

 

改正 

平成 30年（2018年）2月 25日修正・追加により改正。 

令和 2年（2020年）2月 20日団体名称変更および修正により改正。 

 

     以上 
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日本オープンスキフクラス協会 御中  

私は、以下の項目を理解したことを確認するために、各項目のチェック（✓）を行い、承諾したうえで必要事項を明

記し署名捺印します。  

          年    月    日  

 

□参加者署名 （               ）㊞ 

□生年月日   （     年   月   日） （満   才） 

□性別     （ 男性   女性 ） 

□住所 （〒    －    ） 

（                                          ） 

□メールアドレス （                            ） 

※未成年者は保護者の署名が必要です。  

□保護者署名 （            ）㊞ 

□緊急連絡先 （自宅電話    －   －     ） 

    （携帯電話    －   －     ） 

 

件 名 
年World O'pen Cup 

大会・遠征 参加誓約承諾書（保護者同意書） 

開催日時 the 30th July to the 4th August 2018 

回答期日 年 月 日（ ）まで 

備考 
*登録いただきました個人情報は本遠征の目的以外使用いたしません。 

*個人情報保護方針  

http://jobca.net/kojinjouhou/ 

 

誓  約  書 

項 目 チェック 内    容 

はじめに □ 私は、日本オープンスキフクラス協会（以下「JOSCA」という）の一員として、国際オープンス

キフクラス協会が主催する国際大会（World O'pen Cup等）への参加にあたり、World Sailing

競技規則（RRS）、大会主催者の定める大会規則・大会内容およびローカルルールを遵守し、

次に掲げる事項を理解し、承諾して大会に参加することを誓います。 また、海外大会におい

ては、国内大会に比べ、基本情報や実施内容などが十分に告知されないことがあり、参加者

自身がこれらの事情を理解し、大会実施内容の理解に努め本大会に参加することを承諾しま

す。 

競技特性

の理解と

安全確保 

□ 私は、セーリングまたはこれに関連するスポーツ経験が十分あり、競技者の体調は急激に変

化する特性があることを認識しているとともに、大会会場が突発的な環境変化が起こり得る

野外で行われることから、偶発的な事故が起きうることや、自らの、また、周囲への安全に十

分注意しながら競技を行わなければならないことを理解しています。  また、緊急時の救護あ

るいは対応に支障をきたす可能性が高いことも良く理解しています。 そして毎日の海上への

出艇・帰着およびレースごとに参加するか否かについては、私自身が自己の判断および責任

において決定するものであることを十分に理解したうえで本大会に参加します。 

健康状態

の自己申

告 

□ 現在、私は、心疾患・疾病等なく健康状態は良好であり、最近１年間の医師の健康診断の結

果、健康であることが確認されており、大会の参加に問題を生じることは予想されませ

ん。  健康に留意し、十分な準備（体力作り等）をして大会に臨みます。 夏季開催の大会であ

る ことから、暑さへの配慮や工夫、体調の変化には、十分に留意して大会に参加します。 ま

た、特異体質や既往症などにより、大会医療班が緊急医療のために知っておいてほしいこと
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がある場合は、事前に主催者に書面で申告します。 なお、主催者からの要請があれば、健

康診断書・負荷心電図証明書などを提出します。 

自己管理

責任と応

急処置の

承諾 

□ 私は、参加者個人の自覚と責任において、安全と健康に十分な注意を払い大会に参加しま

す。 また、大会開催中に私が負傷したり、事故に遭遇したり、または疾病が生じた場合にお

いては、主催者が指定する医師が私に対する応急処置を施すことを承諾し、その応急処置の

方法および結果に対して異議を唱えません。 

団体行

動・言動 

□ 私は、現地に同行する国別代表、コーチ、マネージャーの指示に従い、選手団全員が円滑で

快適な団体行動を送れるように配慮した行動をし、また他に迷惑を掛けるような言動を慎み

ます。 

負傷・死

亡事故の

補償範囲 

□ 私は、大会会場までの移動中、競技中および付帯行事の開催中に負傷し、後遺症が発生し、

あるいは死亡した場合においても、私に対する補償は大会主催者が契約している保険の範

囲内であることを確認承諾します。 また、大会主催者の保険では適応されないことがあるこ

とを理解し、補償内容に不安が ある場合は、個人の責任において保険に加入します。 

危機管理

事項 

□ 私は、JOSCAが作成している海外渡航危機管理マニュアルを熟読し、内容を理解し、危機

に際し自己の責任において行動することを誓います。 不明な点は保護者・家族・親族にたず

ね、その理解に努めます。 

不可抗力

事項 

□ 私は、天災または気象状況の悪化および競技環境の不良など（それに伴う会場周辺の環境

変動、社会情勢の変化を含む）により、安全確保のためおよび不可抗力の事由により大会中

止または競技内容に変更があった場合においても、異論を唱えないことおよび大会への参加

のために要した諸経費（参加費を含む。）の支払請求を行わないことを承諾します。 さらに、

大会期間中に自らの競技用具および所有物の紛失・破損または盗難に対しては、大会主催

者の重大な過失がある場合を除き、大会主催者、JOSCA及び関連団体に対し責任を問い、

補償を求めないことを承諾します。 

不法行為

責任につ

いて 

□ 私は、他人を負傷させたり、他人の器物を損壊させないことを誓います。 もし私の過失により

不法行為責任を負わなければならないときには、国別代表、コーチ等の引率者に対し迷惑を

かけないこと、また賠償請求をしないことを誓います。 

肖像権な

どの広報

使用と商

業的利用 

□ 私の肖像・氏名・住所・年齢・競技歴・自己紹介内容などが、大会ならびに JOSCAに関連す

る広報物全般および報道・情報メディアにおいて使用されることを了承し、これらに付随して

主催者・管轄競技団体が制作する印刷物・ビデオ・情報メディアなどによる商業的利用を承諾

します。 

保護者・

家族・親

族の承諾 

□ 私の保護者または家族・親族は、本承諾書にもとづく大会の内容を理解了承し、私の大会参

加を承諾しています。  また、私の保護者は、遠征中、私を監護教育監督できない場合、私の

行動に関する責任をすべて負うことを認識し、他に責任を負わせないことを承諾しています。 

本誓約書

に規定さ

れていな

い事項 

□ 私は、本誓約承諾書以外のことについては、ＲＲＳおよび大会に適用される諸規則に従い解

決することを承諾します。 

その他 □ 私は、私が本大会へ提出する応募書類、登録するエントリー情報の記載事項は、全て真実で

あり、偽りがないことを誓います。 氏名、生年月日、性別等の虚偽申告や本人以外の出場

（不正）があった場合は、出場が取り消されることを承諾します。 

 

 

 


