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NOTICE OF RACE

(including the Notice of Race for the Manly O’pen – pre-worlds seeding
regatta)

23 December 2018 to 4 January 2019
at Whangaparaoa, Auckland, New Zealand
Organized by:
Manly Sailing Club
in co-operation with the

Bic Sport & O’pen Bic Class Association
website: https://worlds2019.openbicclass.org/
This Notice of Race (‘NoR”) shall cover both the World Championships and

このレース公示（NoR）は、世界選手権とマンリーO'pen（世界選手権の前哨戦）

the Manly O’pen (pre-worlds regatta). Each of these regattas are separate

の両方を対象とします。 これらのレガッタは別々のレガッタであり、別々のシ

regattas and scored as separate series.

リーズとして得点されます。

1. RULES

1. 規則

1.1. The regatta will be governed by the rules as defined in the Racing Rules
of Sailing.
1.2. The Open Bic Addendum Q approved by World Sailing under RRS 86.2
and allowing umpiring on the water for all races, will apply.

1.1。 本大会は、Racing Rules of Sailing で定義されている規則によって執り行
われます。
1.2。RRS 86.2 の下で World Sailing によって承認された Open Bic Addendum Q
が適用され、すべてのレースが水上での審判により行われます。

1.3. RRS Appendix P, Immediate Penalties for breaking Rule 42, applies with

1.3。 RRS 付則 P、規則 42 違反による即時のペナルティーは次のとおり変更さ

the following changes – RRS P2.3 will not apply, and RRS P2.2 is

れます - RRS P2.3 は適用されず、RRS P2.2 を変更し、一回目以降のい

changed so that it will apply to any penalty after the first one.

かなるペナルティーも RRS P2.2 が適用されます。

1.4. National prescriptions will not apply.

1.4。 各国の規定は適用されません。

1.5. Boats may be required to display advertising as supplied by the

1.5。 艇は、主催者が選択して提供した広告の表示を要求されることがあります。

organizing authority.

1.6。 帆走指示書（SI）は登録時に入手できます。

1.6. The sailing instructions (“SI”) will be available upon registration.

1.7。 NoR または SI のいかなる変更も、大会のクラス代表者の承認を得なけれ

1.7. Any changes to the NoR or SI shall be approved by the Class

ばなりません。

Representative at the event.
2. ディヴィジョン
2. DIVISIONS
2.1. The participating age divisions, open to both boys and girls, shall be:
UNDER 13 – born in 2007, or not later than 2010
UNDER 17 – born in 2003, or not later than 2006

2.1。男女ともに参加する参加年齢区分は、以下のとおりとします。
U13 13 歳未満 - 2007 年から 2010 年に生まれたこと
U17 17 歳未満 - 2003 年から 2006 年に生まれたこと
2.2。ディヴィジョンを構成するには最低 5 人の競技者が必要です。

2.2. A minimum of 5 competitors is required to constitute a division.
3. チャーターサービス
3. CHARTER SERVICE
3.1. BIC Sport Australia will provide and manage a charter service for
competitors. The charter fee for a complete boat (with 4.5sqm sail) is
NZ$450. Charter boats will be available from 23rd December 2018

3.1。 Bic Sport Australia が参加者のためのチャーター艇を提供し、管理します。
コンプリート艇（4.5sqm セール付き）のチャーター料は NZ $ 450 です。
チャーター艇は 2018 年 12 月 23 日から利用できます
3.2。チャーター艇とセールは BIC Sport Australia によって割り当てられ、2018

3.2. Charter boats and sails will be allocated by BIC Sport Australia who will

年 10 月 1 日までにニュージーランドとオーストラリア以外の国から参加す

also give priority allocation to competitors from countries other than

る競技者に優先配分されます。 その後、オーストラリアの競技者が利用で

New Zealand and Australia until 1st October 2018. After that time any

きる可能性があります。 オーストラリアの競技者は、自分の艇で出場する

boats not chartered may be available to Australian competitors.

ことを求められます。

Australian Competitors are requested to ship their own boats.
3.3. Apply online for a charter boat: before completing an entry form.

3.3。エントリー・フォームを記入する前に、チャーター艇をオンラインで申請
してください。

4. ELIGIBILITY AND ENTRY

4. 資格と参加申し込み

4.1. The regatta is open to all boats of the O’pen Bic class.

4.1。大会は O'pen Bic クラスのすべての艇に開放されています。

4.2. A competitor shall have participated in their National O’pen Cup, or a

4.2。競技者は、この大会に先立って行われる、各国オープンカップまたは World

National Championship of any World Sailing member class, prior to this

Sailing の登録クラスのナショナル・チャンピオンシップに参加していなけ

event.

ればなりません。

4.3. It is mandatory for ALL competitors to complete at least one (1) of the
races in the Manly O’Pen Seeding regatta.
4.4. All competitors requiring a charter boat shall first confirm the allocation
with Bic Sport Australia (refer NoR 3).
4.5. Entry: Competitors shall enter online (including payment of the entry
fee) at Manly Sailing Club:

(Click Here)

4.6. The Entry fee is NZ$450. This fee is discounted to NZ$350 if it is received
prior to 31st October 2018
4.7. Registration: In order for the Organising Authority to consider accepting

4.3。すべての競技者がマンリーO'Pen シードレガッタレースの少なくとも 1 つ
を完了することが必須です。
4.4。チャーター艇を必要とするすべての競技者は、まず Bic Sport Australia（NoR
3 を参照）との配分を確認しなければなりません。
4.5。エントリー：競技者は、マンリー・セイリング・クラブにオンライン（エ
ントリー料金の支払いを含む）でエントリーすることができます。
4.6。エントリー料金は NZ $ 450 です。この料金は、2018 年 10 月 31 日より前
に入金された場合は NZ $ 350 に割引されます。
4.7。登録：主催者がエントリーを受け付けるにあたり、マンリー・ボーリング・

an entry, the following shall be presented at Registration at the Manly

クラブでの登録時に、以下のものを提示しなければなりません。

Bowling Club:

•有効な第三者保険の証明書（NoR 14.1 も参照）

• Evidence of valid thirdparty insurance (see also NoR 14.1)

•NCA または OBCA の会員証（クラス規則 C.2.1（b）参照）

• Evidence of membership of NCA or OBCA (refer Class Rule C.2.1(b))

•年齢を証明するもの（パスポートまたはニュージーランド出生証明書）

• Proof of age (passport or New Zealand Birth Certificate)

•保護者の同意書

• Parental Agreement Form
5. レース・フォーマット/コース
5. RACE FORMAT / COURSES
5.1. The number of races for both divisions will be at the discretion of the
Race Committee after consultation with the Class Representative.
5.2. Courses are intended to be windward / leeward or slalom courses. One
passage race (long race) may be scheduled.
5.3. Boys and girls shall race together.
5.4. Divisions may race as one fleet or in groups depending upon entry
numbers.

5.1。両ディヴィジョンのレース数は、クラス代表との協議の後、レース委員会
の裁量で決定されます。
5.2。コースは風上/風下またはスラローム・コースで行うつもりです。 1 回のデ
ィスタンス・レース（ロングレース）も予定しています。
5.3。男子と女子は一緒にレースを行なうものとします。
5.4。ディヴィジョンは、エントリー数に応じて、1 つのフリートまたはグルー
プとしてレースを行なうことがあります。
5.5。レーシング・エリアは、Polkinghornes Bay Whangaparaoa の海域にありま

5.5. The racing area will be in the waters of Polkinghornes Bay

す。

Whangaparaoa.
マンリーセイリング＆レースエリアの写真
Picture of the Manly Sailing & Racing Area

6. SCHEDULE

6． スケジュール

6.1. Below is the schedule for the regatta:

6.1。 大会のスケジュールを以下に示します。

Sun 23rd December

0900-1700 Registration Manly Open & Worlds

Mon 24th December

0900-1700 Registration Manly Open & Worlds
Charter Boats available

Tues 25th December

Christmas Day
No activities today

Wed 26th December 0900–1700 Registration Manly Open & Worlds
Charter Boats available
Thurs 27th December 1100

Mandatory Competitor briefing @ the Manly
Bowling Club

1300

1st scheduled warning signal.
Seeding Racing

Fri 28th December

1300

1st scheduled warning signal.
Seeding Racing

after racing Manly O’pen Prize Giving
Sat 29th December 1600

Mandatory Competitor Briefing @
Manly Bowling Club

1700
Sun 30th December 1300

Opening Ceremony – Mandatory
1st scheduled warning signal.
Worlds Racing scheduled

Mon 31st January 1300

1st scheduled warning signal.
Worlds Racing scheduled
Social evening and dinner

Tues 1st January

Reserve Day
(may be used for racing at Race Committee discretion)

Wed 2nd January 1300

1st scheduled warning signal.
Worlds Racing scheduled

Thurs 3rd January 1300 Team Race

Frid 4th January 1300

1st scheduled warning signal.
Worlds Racing scheduled

1600 latest time for a start signal.
1800 Prize Giving and Closing Ceremony - mandatory
6.2. Any change to the NoR or sailing instructions (“SI”) will be posted before
0900 on the day it will take effect, except that any change to the schedule
of races will be posted by 2000 on the day before it will take effect.
6.3. The Social Event Programme will be available at event registration.
7. EQUIPMENT & EQUIPMENT INSPECTION
7.1. Equipment inspections may be made at any time during the event by the
Measurer.
7.2. Upon completion of registration and until the end of the event, at all

6.2。 NoR または帆走指示書（SI）の変更は、それが有効となる日の 09:00 まで
に公示されます。 但し、レースのスケジュールの変更は、有効となる日
の前日 2000 までに公示されます。
6.3。 大会の公式なイベント・プログラムは、大会登録時に入手できます。
7. 装備および装備検査
7.1。装備検査は、大会中いつでもメジャラーが行うことができます。
7.2。登録が完了し、イベントが終了するまで、出艇と修繕の場合を除き、陸上
のすべての時間帯で、すべての装備は大会会場の指定された場所に保管さ

times when ashore except when launching and retrieving, all equipment

れなければなりません。 この決まりは大会会場の指定場所から装備を持

shall be kept in their assigned places at event site. This rule can only be

ち出す際に、レース委員会からの事前の書面による承認を受けた場合にの

waived with Removal of any equipment from their assigned places at the

み適用外となります。 夜間を含む特定の時間帯に指定保管場所の装備へ

event site requires prior written approval from the race committee.

近づくことが制限されることがあります。

Access to equipment in the storage area during certain hours, including
hours of darkness may be restricted.

7.3。主催者が別途指示する場合を除き、艇と装備は、大会会場の指定区域から
出艇させ、修繕しなければなりません。

7.3. Unless otherwise directed by the organizing authority, boats and
equipment shall be launched and retrieved from the designated area at
the event site.
8. INTERNATIONAL JURY
An International Jury will be appointed in accordance with RRS
Appendix N. Their decisions shall be final as provided by RRS 70.5.

8. インターナショナル・ジュリー
インターナショナル・ジュリーは、RRS 付則 N に従って任命されます。
彼らの決定は、RRS 70.5 に規定する最終決定となります。

9. SCORING

9. 得点

9.1. Three races are required to validate the championship for each division.

9.1。各ディヴィジョンのチャンピオンシップを有効なものとするには 3 レース

9.2. If 4 races have been completed a boat may discard their worst score; if 9
races have been completed a boat may discard their two worst scores.
10. COACHES AND SUPPORT BOATS
10.1. Coaches and support personnel shall comply with requests from the
Race Committee or Umpires.
10.2. Coaches and support personnel going on the water shall register online
(including payment of a registration fee of NZ$90 at (Click here)
10.3. Coach boat charter is available, contact Dan Slater
dan@nzwatershed.co.nz
10.4. Personal buoyancy is mandatory for every support boat crew member at
all times while afloat except, briefly, while changing clothes.

の成立が必要です。
9.2。4 レースが完了した場合、艇は最悪の得点を除外することができます。 9
レースが完了した場合、艇は 2 つの最悪得点を除外することができます。
10. コーチと支援艇
10.1。コーチおよびサポーターは、レース委員会またはアンパイアの要請に従わ
なければならなりません。
10.2。海上に出るコーチおよびサポーターは、オンラインで登録しなければなり
ません（登録費用 NZ $ 90 の支払いを含む）
。
10.3。コーチボートをチャーターすることが可能です。 Dan Slater に連絡して
ください。

dan@nzwatershed.co.nz

10.4。個人用浮揚用具は、服装を変えるための短時間を除いて海上にいる間は、
常にサポートボート乗務員にとって必須です。

11. SAFETY
11.1. With reference to Class Rule C.3.1(a), Competitors shall wear personal
buoyancy while afloat except, briefly, while changing clothes.
11.2. Competitors shall wear a safety Helmet to the minimum standard of EN
1385 or EN 1077 while afloat except, briefly, while changing clothes.
11.3. Competitors who do not have safety helmets may purchase a helmet for
a cost of NZ$45 at( Click Here) and collect it at registration.
12. PRIZES

11. 安全
11.1。クラス規則 C.3.1（a）を参照して、競技者は衣服を交換している間の短時
間を除いて，海上にいる間は個人用浮揚用具を着用しなければなりません。
11.2。競技者は、衣服を交換している間の短時間除いて、海上にいる間は EN 1385
または EN 1077 の最低基準に従ったヘルメットを着用しなければなりませ
ん。
11.3。安全ヘルメットを持たない競技者は、ヘルメットを 45 ドルで購入するこ
とができ、登録時にそれを受け取ることができます。

12.1. Prizes will be awarded to the first five competitors of each division.
12.2. The first competitor in each division shall be declared – “O’pen Bic
(division) World Champion”.
12.3. Other prizes may be awarded at the discretion of the Organising
Authority.

12. 賞
12.1。賞は、各ディヴィジョンの上位 5 人の競技者に授与されます。
12.2。各ディヴィジョンの一位の競技者は「O'pen Bic（ディヴィジョン）世界
チャンピオン」と宣言されます。
12.3。他の賞は、主催者の裁量で授与される場合があります

13. DISCLAIMER OF LIABILITY
13.1. Competitors participate in the event entirely at their own risk, see RRS
4 - Decision to Race. The organising authority or any of their officials or
representatives or the sponsors or their officials or representatives will
not accept any liability for material damage or personal injury or death
sustained in conjunction with or prior to, during or after the event.
14. INSURANCE
14.1. Each competitor shall be insured with valid thirdparty liability
insurance with a minimum cover of NZ$1,000,000. It is also advised
that each competitor has travel insurance that also covers medical.
15. RIGHT TO USE NAME AND LIKENESS
15.1. In registering for the event, competitors automatically grant to the
Organising Authority the right in perpetuity to make, use and show
from time to time at their discretion, any motion pictures, still pictures
and live, taped or filmed television and other reproduction of them,
taken during the period of the event, for the said Event as defined in
the Notice of Race and Sailing Instructions in which he/she participates
without compensation.
16. FURTHER INFORMATION
16.1. For further information please contact: Manly Sailing Club
Tel: +64 (0)21 905 979
Email:secretary@manlysailingclub.org.nz
http://www.manlysailingclub.org.nz
Manly Sailing Club
Whangaparaoa, 26th April 2018

13. 責任の否認
13.1。競技者は、完全に自分自身の責任で大会に参加します。 RRS 4 - レース
をすることの決定の項を参照。 主催者もしくはその役員または代理人、
あるいはスポンサーもしくはその役員または代理人は、大会前後、期間中
に生じた物的損傷または人身傷害もしくは死亡によるいかなる責任も負
いません。
14. 保険
14.1。各競技者は、NZ $ 1,000,000 の最低保証額をカバーした有効な第三者賠償
責任保険に加入しなければなりません。 また、各競技者は医療保険も含
む旅行保険に加入していることをお勧めします。
15. 名前と肖像を使用する権利
15.1。大会に登録する際に、競技者は、報酬なしで参加する NoR および帆走指
示書に定められた大会において撮影された映画、静止画、ライブ、録画ま
たは撮影されたテレビなどの随時の制作、使用、表示の権利を自動的に主
催者に付与するものとします。
16. その他の情報
16.1。さらなる情報の詳細はマンリーセイリングクラブまでお問い合わせくださ
い
電話番号：+64（0）21 905 979
メール：secretary@manlysailingclub.org.nz
http://www.manlysailingclub.org.nz
マンリーセイリングクラブ
Whangaparaoa、2018 年 4 月 26 日

O’PEN BIC WORLD CHAMPIONSHIPS

O'PEN BIC ワールドチャンピオンシップ

23rd December 2018 to 4th January 2019

2018 年 12 月 23 日〜2019 年 1 月 4 日

(including the Manly O’pen – pre-worlds regatta)

（世界選手権前哨戦としてのマンリーO'pen を含む -）

Manly Sailing Club
Auckland New Zealand

マンリー・セイリング・クラブ
オークランド ニュージーランド

PARENTAL PERMISSION FORM (Only for Competitors under 16)

保護者承諾書（16 歳未満の競技者のみ）

I, ………………………………………………,
Being the parent / legal guardian of………………………………………………

私、………………………………………………は、

approve his/her entry to this event and

………………………………………………の親権を持つ法的保護者であり、息子ま

□

will be present at the event myself

OR
□

I hereby give permission to
to sign for any medical or surgical treatment necessary for my child
during the O'Pen Bic World Championships in Auckland New Zealand.

Permission is also granted for drug testing to be performed in accordance
with World Sailing Anti Doping Code. This form does not constitute
therapeutic exemption of a prohibited substance. Please contact your
National Sailing Federation for obtaining such exemption when necessary.
Contact details at the event for the responsible adult of the named above
Name:

………………………………………………………..

Address in NZ:

………………………………………………………..

たは娘がこのイベントへ参加することを承認します。
□

私自身がイベントに出席する

または
□

私は、ニュージーランドオークランドでの O'Pen Bic 世界選手権期間中、

私の子供に対して、いかなる必要な医学的または外科的治療にも署名することを
この場で承認します。
World Sailing Anti Doping Code に従って薬物検査を行うことも許可します。こ
の書式は禁止物質の治療免除を構成するものではありません。 必要に応じて免
除を受けるためにはナショナルセーリング連盟に連絡してください。 イベント
における上記の者の責任ある大人として、下記の者の連絡先の詳細を記します。
名前：

.....................................................................

ニュージーランドでの住所：............................................................... ..
............................................................... ..

………………………………………………………..

電話番号： ……………………………………………………….
Phone No: ………………………………………………………..
Email：

E メール： ……………………………………………………….

………………………………………………………..

Please complete this form, print it out

このフォームに記入し、印刷して、イベント会場の登録デスクに持参してくださ

and bring to the Registration Desk at the event venue

い。

