第 5 回オープンビッククラス全日本選手権 2016
(O’pen BIC Class Japan National Championships 2016)
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1. 規則
1.1 本レガッタには「セーリング競技規則」に定義された“規則”を適用する。
1.2 最新のクラス規則に定義された「オープンビック標準大会規則（O’pen BIC Standard Event Rules）」
を適用する。
■クラス規則は大会に先立ち日本オープンビッククラス協会のサイト http://jobca.net/ からダウ
ンロードできる。 ダウンロードができない場合は協会からコピーを送付する。
2. 広告
主催団体が選定した広告の表示を求めることがある。
3. 資格および参加
参加者は以下の全ての条件を満たしていること。
3.1 会員
(a) 日本セーリング連盟（JSAF）の会員であること。
(b) 日本オープンビッククラス協会（JOBCA）の会員であること。
3.2 乗員
(a) 乗員は1名でなければならない。
(b) 乗員の総重量は下着を着用した状態で、90kgを超えてはならない。
3.3 年齢／性別
ディヴィジョンは、下記の通り、U(Under)は大会開催年の12月31日にその年齢未満であることを示す。
(a) U13ディヴィジョン： 9歳以上13歳未満（2004年から2007年生）の男子または女子
(b) U16ディヴィジョン： 13歳以上16歳未満（2001年から2003年生）の男子または女子
(c) Open ディヴィジョン： 上記以外（16歳以上または8歳以下）の男性または女性
(d) Girls ディヴィジョン： 年齢制限のない女性
3.4 参加者は、大会登録時、年齢ディヴィジョンを選択しなければならない。 複数のディヴィジョンに
登録することはできない。 ただし Girls ディヴィジョンは自動的に登録される。
4.
4.1
4.2
4.3
4.4

参加料・申込み先
1 艇につき 1 名のエントリーとし、10 月 7 日（金）までに申し込むこと。
参加料は、10,000 円とし、下記 4.5 の振込先口座に事前に送金することとする。
JSAF 会員は、受付時に会員証を提示すること。
参加申込
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下記 URL の参加申込フォームより、必要事項を記入の上、送信してください。
http://beachsports.jp/openbic/entry/
4.5 振込先
三井住友銀行 西宮支店 普通 8576823 日本オープンビッククラス協会
4.6 問い合わせ先
日本オープンビッククラス協会事務局
■〒662-0933 西宮市西波止町 1-2 ㈱ウインドワード気付
■Email info@jobca.net
■電話 0798-33-9000
■Fax 0798-22-5525
5. チャーター艇
5.1 主催団体がチャーター艇 20 艇を準備する。 チャーター数を超えた場合は自艇参加のみとする。
5.2 チャーター料は 2,000 円/1 日とし、参加料に加え振込先口座に事前に送金することとする。
※チャーター艇の数が限られています。 参加申込書の送付と振込完了にて艇の確保といたしますので、
ご注意ください。
6. 大会日程
6.1 第 5 回オープンビッククラス全日本選手権（個人戦）は、10 月 15 日（土）
、16 日（日）を予定とす
る。
6.2 10 月 22 日（土）および 23 日（日）を天候等の都合による予備日とする。
スケジュールの変更は、10 月 12 日（水）までに通知する。

6.3 大会スケジュール
10 月 15 日（土）

10 月 16 日（日）

9:00～9:30
9:30～9:40
9:40～10:00
10:55
16:00～
9:00～9:20
10:15
16:00～

大会受付
開会式
艇長会議
最初のレーススタート予告信号時刻
ウエルカムパーティー
艇長会議
この日の最初のレーススタート予告信号時刻
表彰式・閉会式

6.4 全日本選手権は、10 レースを予定する。 1 日に行うレース数は最大 6 レースとする。
7. 計測および検査
7.1 受付時に艇体、艇体付加物、リグおよびセールがクラス規則において認可された製造者であることを
確認する。
7.2 艇または装備は、クラス規則と帆走指示書に従って、いつでも検査されることがある。
8.

帆走指示書
大会の帆走指示書は、大会 1 週間前に日本オープンビッククラス協会のウエブサイトに掲載し、受付
時にも配布する。

9.

開催地
兵庫県西宮市西波止町 1-2
西宮マリーナ ウインドワードオーシャンクラブ
大会会場およびレース・エリアは「添付図 1」に示す。

10.

コース
帆走するコースは、レース・フォーマット 2011(Sample Race Format 2011)に記載されたコースを参考
としレース委員会により決定される。 参考コース図は「添付図 2」に示す。
■このフォーマットは大会に先立ち日本オープンビッククラス協会のサイトからダウンロードできる。

11.

得点
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シリーズの成立には 1 レースを完了することが必要である。
12. 安全規定
12.1 競技者は、海上においては個人用浮揚用具を着用しなければならない。
12.2 主催団体は競技者にビブ（シングレット）の着用を指示することがある。 ビブ（シングレット）は
主催団体が提供する。
13.
13.1
13.2
13.3

賞
各ディヴィジョンの上位者を表彰する。
表彰状が、日本セーリング連盟、日本オープンビッククラス協会および後援団体から提供される。
その他賞品が後援、協力、協賛団体から提供される。

14. 後続の大会への参加資格
14.1 U13 および U16 ディヴィジョンの 1 位を、2017 年に開催されるワールド・オープン・カップ（World
O’pen Cup 2017）の日本代表候補として認定する。
14.2 U15 の男女各 1 位を、2017 年 6 月 14 日から 18 日、バーミューダで開催される America’s Cup
Endeavour Junior Regattas 2017 の日本代表候補として認定する。
15.

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「レースをすることの決定」を参照。 主
催団体は、レガッタの前後、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
任も負わない。

その他の情報
■大会連絡先
「4.6 問い合わせ先」と同じ
■ ウエルカムパーティー参加費（10 月 15 日（土）16：00～）
ウエルカムパーティーの参加費は、コーチまたは保護者 1 名につき 2,000 円を参加料に加え、振
込先口座に事前に送金することとする（選手は参加費に含まれる）。 参加申込書に参加人数を記
載すること。
■昼食
大会全日程においての昼食は各参加者で用意すること。 海上昼食の場合、レース運営艇による運
搬が可能である。
■交通アクセス
電車： 最寄駅・阪神電鉄 西宮駅
車： 大阪市内から約 40 分、神戸市内から約 20 分 ★有料駐車場あり
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添付図 1：大会会場およびレース・エリア

添付図 2：コース図
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