
 
 
■大会名称：ウインドサーフィン ドリームカップ 2016 
■期日：2016 年 7 月 16 日（土）～17 日（日） 

■場所：神奈川県 横須賀市津久井浜 三浦市三浦海岸 同沖合 

■協同主催：日本ウインドサーフィン協会（JWA）／ドリームカップ実行委員会 

■特別協賛：株式会社アイエス・トレーディング／高木商店／有限会社 エオ 

■協賛：各社 

 

1. 規則 

1.1 2013-2016 セーリング競技規則（以下 RRS）、付則 B、テクノ 293 および国体ウインドサー

フィンは各クラス規則に定義された規則。 

1.2 帆走指示書と各規則が矛盾する場合、帆走指示書を優先する。 

2. 広告 各艇は主催団体により提供された広告の表示要求をされる場合がある。 

3. 競技種目 コースレーシング（アップウインドレース） 

       1. オープンクラス（フルオープン） 

       2. 国体ウインドサーフィンクラス（ハイブリッド） 

       3. テクノ 293 クラス（6.8/7.8） 

       4. テクノ 293 ビギナークラス（6.8/7.8） 

4. 参加資格 

4.1 下記項目以外、基本的にウインドサーフィン愛好者なら誰でも出場可 

4.2 2016 年中に 15 歳以上の年齢となるもの。 

4.3 本大会実行委員会が参加を認め本大会において大会の名誉、品位を著しく損なう行為の無

い選手。 

4.4 未成年者が参加する場合は、保護者が責任をもつ事を同意している事。 

4.5 国体ウインドサーフィンクラス、オープンクラス、テクノ 293 クラスは JWA に会員登録が

必要です。 

4.6 テクノ 293 ビギナークラスはウインドサーフィンを始めて半年以内とする。 

 

5. 参加費 

5.1 オープンクラス 11,000 円 

5.2 国体ウインドサーフィンクラス 11,000 円 

5.3 テクノ 293 クラス 8,000 円 

5.4 テクノ 293 ビギナークラス 8,000 円 

5.5 ダブルエントリー 20,000 円（オープン＋国体）/18,000 円（オープン＋テクノ 293） 

5.6 レイトエントリーの方は 3,000 円加算されます。 

 



 

6. 賞 

6.1 オープンクラス (遠征補助金＋賞品） 

   オープンクラス（男子＆女子）1位－8位  

   レディース賞 1 位 

6.2 国体ウインドサーフィンクラス（遠征補助金＋賞品） 

   男子 1位－6位 

   女子 1位－6位 

6.3 テクノ 293 クラス（賞品） 

   男子 1位～6位 

   女子 1位～3位 

6.4 テクノ 293 ビギナークラス 

   男子女子混合 1位～6位に賞を授与する。 

 

7. 参加方法 

7.1 〇エントリー用紙に記入し現金書留にて下記住所まで郵送下さい（消印有効）。 

    住所：横須賀市津久井 1-3-8 ティアーズ内ドリームカップ実行委員会 

   〇エントリー費を下記口座に振込み、そして下記メールにエントリー用紙をメールして 

    下さい(指定日までに。振込手数料はご負担ください。) 

   （振込口座） かながわ信用金庫 粟田支店 普通口座 0304535 

          有限会社 エオ 取締役 山田昭彦 

   （送り先メールアドレス） info@eo-sports.com 

 

7.2 締切日は 7/8。レイトエントリー締切日は 7/11 となります 

 

8. 日程 7 月 16 日（土） 受付、インスペクション       08：00 

   開会式、スキッパーズミーティング  09：00 

   最初の予告信号予定時刻       09：55 

   引続きレース 

    7 月 17 日（日） 最初の予告信号予定時刻       09：55 

   表彰式 閉会式           16：00 

9. エキップメント 

9.1 オープンクラスは、安全上問題の無いウインドサーフィンの道具であればボード、セール

類の制限を設けないフルオープンとする。  

9.2 本大会のテクノ293クラスでは、ワンデザイン6.8㎡と7.8㎡のセールのみが使用出来る。 

9.3 各自セールナンバーを、ルール通りに貼っておかなければならない。特別の場合を除きエ

ントリー後のナンバー変更は行えない。またルール通りにナンバーが貼られていない為に

順位を読まれない場合は、救済の対象とされない。  

9.4 JWA 登録ナンバーが必要です（テクノ 293 ビギナークラスはその限りではない） 

 

 



 

10.帆走指示書 当日のスキッパーズミーティングまでに公布される。 

11.レースエリア 添付 は、およそのレースエリアを示す。 

12.レース・コース 

12.1 帆走すべきコースは、当日の公式掲示板に示される。 

12.2 各クラスのスタート順等は、当日のコンディション等により決定する。 

13.得点 

13.1 6 レースを予定するが、1レースの完了により本大会は成立となる。 

13.2 4 レース以上成立の場合、最も悪い得点を除外した得点の合計で順位を決定する。 

14.責任 各選手は自己の責任において大会に参加するものとする。主催団体、実行委員会、ま

たはこの大会に関わる全ての関係者は、競技者の大会前大会中、大会後の死亡、怪我、

病気またはその他の物質的な損害についての責任を負わない。 

15.大会連絡先 有限会社エオ 046-840-1287（担当窓口 山田・香村・国枝） 

 

16.その他 

16.1 浮力体 海上での着用を義務付けます。必ず各自で準備持参し海上では必ず着用のこと。 

16.2 会場前に下浦海岸駐車場（神奈川道路公社）があります。 

16.3 当日、風が強くコースレースを行うことができないようなコンディションの場合は、エキ

ジビションレース（スラロームコース）を行う可能性があります。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ウインドサーフィンドリームカップ 2016 参加申込書 

 

フリガナ                            

 

氏名                         印  性別 男・女 

 

生年月日   年   月   日  年齢   歳 

 

保護者署名               印（未成年者は保護者、親権者の同意捺印） 

 

住所〒                                                        

 

携帯電話                        

  

所属                                                           

 

使用するセール NO              

 

E-mail                         

 

緊急時連絡先名                     TEL                                

参加クラス     オープンクラス  （□メンズ  ・  □レディース） ￥11,000 

            国体ウインドサーフィンクラス （□メンズ  ・  □レディース） ￥11,000 

            テクノ 293 クラス(6.8/7.8)    （□メンズ  ・  □レディース） ￥8,000 

            テクノ 293 ビギナークラス(6.8/7.8)  （□メンズ  ・  □レディース） ￥8,000 

            ダブルエントリー（オープン＆国体ウインドサーフィンクラス） ￥20,000 

            ダブルエントリー（オープン＆テクノ 293 クラス） ￥18,000 

申込方法   〇現金書留にてエントリ用紙と一緒に下記まで郵送（消印有効） 

           住所 239-0843 神奈川県 横須賀市 津久井 1- 3- 8 

               ティアーズ内 ウインドサーフィンドリームカップ実行員会 

         〇下記銀行にお振込み＆下記アドレスにエントリー用紙メールして下さい（指定日まで） 

           振込口座  かながわ信用金庫 粟田支店（あわた） 普通口座 0304535 

                   有限会社 エオ 取締役 山田昭彦 

           メールアドレス info@eo-sports.com 

                                       ＊どちらのエントリー方法でも構いません 

 私は、本大会に参加を申し込むとともに大会期間中、ルールと大会規定に従い、又人員、船体の全ての 

責任は、自己に帰する事を誓います。又、レースに出場するか否かは、私の責任により決定します。 

大会中に撮影された写真等の使用、転載の権限を、大会主催者へ与える事に同意します。 

                   サイン                   


