JWA JAPAN TOUR 2019-2020 FREESTYLE #2

TRICK’N TRY MOTOSUKO 2019
大会公示
□大会名称

TRICK’N TRY MOTOSUKO 2019（JWA JAPAN TOUR 2019-2020 FREESTYLE 第2戦）

□開催日程

2019 年 5 月 25 日（土）
、26 日（日）

□開催場所

山梨県南巨摩郡身延町 本栖湖ファンボードゲレンデ

□主催

日本ウインドサーフィン協会(JWA)

□協力

本栖湖観光協会／下部観光協会／本栖湖西部観光協会／浩庵

□協賛

各社

1.規則
ウインドサーフィン競技規則・セーリング装備規則 2017-2020（以下 WCR）および
JWA プロツアー規定、JWA フリースタイル競技規定
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。
3.参加資格
3.1 プロクラス、スペシャル、オープン A、オープン B、ウイメンズ、ノンプレーニングの各クラスへの
エントリーは、2019 年度の JWA 会員登録が必要です。
エントリークラス

JWA 会員区分

バッジテスト条件

プロクラス

プロ会員、ランキング会員、一般会員

1 級が必要

スペシャルクラス

ランキング会員、一般会員、ユース・ジュ

同上

ニア会員
オープン A

同上

2 級以上を推奨

オープン B

同上

不問

ウイメンズ

同上

同上

ノンプレーニング

エントリーする競技を問わず JWA 会員登録

同上

が必要
注 1）上記表に定めるバッジテスト条件について、バッジテスト未取得の方は事前に取得して下さ
い。
取得方法は＜http://www.jw-a.org/test/index.html＞を参照、もしくは資格審査委員会事務局
shikaku_ml@jw-a.org

TEL：046-873-4788 までお問い合わせ下さい。

注 2)次年度以降、オープン A クラスエントリーにはバッジテスト２級以上の取得が必要となる予定
です。
注 3）U18 フリースタイルチャレンジクラスを除きノンプレーニングクラスの中での重複エントリ
ーはできません。
4.競技種目
4.1 フリースタイル競技（但し、コンディションによってはスーパーセッションの可能性あり）
4.2 クラス分け/募集人員

プレーニングクラス：
プロクラス
スペシャルクラス

16 名

オープン A クラス

16 名（参加目安ムーブ：スポック、グラビー、フラカ etc ）

オープン B クラス

16 名（参加目安ムーブ：バルカン、ノンプレーニングトリック、カービン
グ系ムーブ）

ウイメンズクラス
8 名 (参加目安ムーブ:オープン B に準ずる)
ウイメンズクラス参加選手が 2 名以下の場合はキャンセルされますが、その場合には希望する他
のクラスへ組み込みます。また、ダブルエントリーも可能です。ウイメンズクラスが成立する場
合、追加エントリーフィ 3,000 円は大会当日徴収致します。
ノンプレーニングクラス：
スペシャルクラス

16 名 (参加目安:微風フリースタイル上級者)

オープンクラス

16 名 (参加目安:微風フリースタイル中級者)

ビギナークラス

16 名 (参加目安:微風フリースタイル初心者、FS 歴 1 年未満)

U-18 フリースタイルチャレンジクラス

16 名

(参加条件:18 才以下で微風フリースタイルビギナー)
U-18 チャレンジクラスは他のノンプレーニングクラスにダブルエントリー可
5.参加費
5.1

プロクラス

15,000 円

スペシャルクラス

8,000 円

オープン A クラス/オープン B クラス/ウイメンズクラス

7,000 円

ノンプレーニングクラス（スペシャル/オープン/ビギナー/U-18） 3,000 円
※ プレーニングクラスとノンプレーニングクラスにダブルエントリーの場合は、ノンプレクラスの
参加費無料。
※ U-18 フリースタイルチャレンジクラスとノンプレーニングクラスにダブルエントリーの場合、参
加費は 1 クラスのみ 3,000 円となります。
5.2 締め切り：2019 年 5 月 22 日（水）
※レイトエントリーなし
5.3

エントリー確定後の返金は原則として行わない。

5.4

大会エントリー確定後、自己都合で欠席しても結構です。欠席の場合は運営スタッフまたは
JWA フリースタイル委員にご一報ください。

6.エントリー方法
6.1

デジエントリーHP 上より申込み。 http://dgent.jp/

6.2

ウイメンズクラスと他のプレーニングクラスにダブルエントリー希望の方、
U-18 フリースタイルビギナークラスと他のノンプレーニングクラスにダブルエントリー
希望の方は、JWA 会員登録ナンバー、氏名、所属（クラブ、ショップ等）、年齢、
連絡先(tel、mail)、緊急連絡先、参加希望クラスを添えて、申し込み締め切り日（同上）までに
JWA フリースタイル委員長小林（j100.yuma@gmail.com）へ申し込み連絡してください。

7.スケジュール
5/25（土）

08：00

レジストレーション

09：00

開会式/スキッパーズミーティング

10：00

競技開始

17：00
5/26（日）

09：00

スキッパーズミーティング

10：00

競技開始

16：00

競技終了予定/表彰式＆閉会式

※ コンディションにより、スケジュール変更の可能性あり。その場合、開会式・閉会式を含めたフ
レックススケジュールを採用する。フレックススケジュールを採用する場合は、Facebook ページ
などで告知予定。
※ 大会期間中に会場及び会場付近のビーチクリーンを実施予定。大会参加者は参加願います。
8.コンテストエリア
添付図、図 1 に示す。
9.得点等
9.1 タイブレークの方法
2 シリーズ以上の成立によってタイとなった場合、後のシリーズでの成績が優先される。
10.賞
プロクラス入賞者のプロ登録選手には賞金（総額未定）を授与する。
その他のクラス入賞者は表彰する。

11 .安全規定
レースコミッティか必要と判断した場合、ライフジャケットの着用の指示をされる場合がある。

12. 宿泊先情報
本栖湖 浩庵荘にて大会参加者向け宿泊割引有り！(夕食は親睦 BBQ になります。) 是非ご利用下さい！
詳しくは浩庵荘までお問合せください。 浩庵 HP：http://www6.nns.ne.jp/~kouan/ tel:0556-38-0117

13. 無人航空機（ドローン）による撮影の同意について
本大会開催中、無人航空機（ドローン）による上空からの撮影を行います。撮影した写真・画像を JWA ホームペー
ジでの競技結果公表にて使用することがあります。つきましては以下の条項をお読みいただき、本大会にエントリ
ーください。エントリーされたことをもって、以下の条項に同意されたものとします。

■無人航空機（ドローン）による撮影について
2019 年 5 月 25 日（土）・26 日（日）、本大会中、JWA ホームページなどインターネット用の映像を残すため、無人
航空機（ドローン）による上空からの撮影を行います。撮影スタッフは以下の項目に対し安全対策を講じます。

・ レースコース、競技者の横斜め上空、または前方斜め上空を飛行し選手及び関係者の真上は飛行しないようにい
たします。
・ 操縦者は法令遵守し、事故を起こさぬよう安全な撮影を心がけます。
・ 雨や強風など安全な飛行が困難な場合は直ちに飛行を中止します。
・ 万が一の事故の場合にも被害が最小限に抑えられるように無人航空機（ドローン）にはプロペラガードを装着し
ます。
・ 操縦者は対人対物賠償責任保険に加入しております。

□問い合わせ
〒249-0007

神奈川県逗子市新宿 1-2-3-112

JWA(日本ウインドサーフィン協会)事務局
TEL: 046-876-9299
Email: wind@jw-a.org

FAX: 046-877-5441
URL: http://www.jw-a.org

□セールナンバーの表記および運用の統一について
＜http://www.jw-a.org/pdf/sail_rule_201411.pdf＞
◯参加選手はセールナンバーを RRS 付則 G・付則 B9 およびセールナンバーについてのルールと解釈例について
＜http://www.jw-a.org/pdf/sail_rule.pdf＞のとおり表記するものとし、これに違反した選手は RRS77 のとおり本大
会に参加することができない。表記違反が確認された場合、その大会は DNC とされる。

□図 1：コンテストエリア
会場付近の湖畔道路は機材搬入時以外では駐車禁止です。セッティング終了後、すみやかに大会駐車場に移
動してください。駐車場はスペースに限りがありますので、お互いに詰め合って駐車するようにしてくださ
い。
※ゴミなどは各自必ず持ち帰るようにしてください。
※おおよその競技エリア

