
 

JWA JAPAN PRO TOUR 2017-18 SLALOM FINAL 

SUMIYOSIHAMA CUP 2018  

（住吉浜カップ 2018） 

レース公示  

□大会名称     住吉浜カップ２０１８ 

□開催日程    ２０１８年３月２３日（金）、２４日（土）、２５日(日) 

         プロスラロームクラス…３月２３日（金）、２４日（土）、２５日(日)の３日間 

         エキジビションホイルクラス…３月２３日（金）、２４日（土）、２５日(日)の３日間のスラロ 

                       －ムコンディションに達しない場合に実施 

         オープンスラロームクラス…３月２４日（土）、２５日(日)の２日間 

         ビギナー・キッズクラス…３月２４日（土）、２５日(日)の２日間 

□開催場所    大分県杵築市  住吉浜リゾートパーク内 BUZZ 前 

□共同主催    住吉浜カップ実行委員会・日本ウインドサーフィン協会 

□運営協力    （有）アクアティック・株式会社テイクソフト 

□協 力     住吉浜開発㈱、全九州ボードセーリング協会、大分県ボードセーリング連盟、国東市ヨット部、

アクアティックスポーツピアバズ、カレラワークスレーシングチーム他各社 

□特別協賛    株式会社 メディライン・株式会社 テイクソフト 

□協  賛    各 社 

１ 規則 

  １，１ 「ウィンドサーフィン競技規則 2017‐2020」（WCR）および JWA プロツアー規定 

   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 参加資格 

 ３，１ JWA プロクラスは、２０１７JWA プロ会員、２０１７JWA ランキング会員、２０１７JWA 一般会員であること。 

注）プロクラスに参加するためには、「競技ライセンス」取得が必須となります。現段階では技術検定 1 級を 

「競技ライセンス」と見なすので、1 級を取得されていない方は早急に取得されることをお願いします。 

詳細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。 

 ３，２ その他のクラスは、特に規定は設けない。 

４ 競技種目 

 ４, １ スラローム（ダウンウインド）／ホイル（ショートアップウインド） 

４, ２ プロスラロームクラス〈男女〉／オープンスラロームクラス（男女）／エキジビションホイルクラス（男女） 

  ビギナー・キッズクラス 

    （ JWA プロ会員登録していないランキング会員・一般会員は、プロとオープンクラスのダブルエントリー可能 
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    また、ナショナルホイルクラスとのダブルエントリーも可能） 

※クラス定義：プロスラロームクラス：２０１７JWA 会員登録済みの選手で、JWA プロツアー規定のダウンウ

インドコースで行う。 

オープンスラロームクラス：JWA 会員登録は必要なく、基本プロクラスと同じルールと同海面・

同レースコースで行うが、ミニマムウインドは、特に設けない。 

エキジビションホイルクラス：JWA 会員登録は必要なく、ショートアップウインドコースで行

う。 

但し、今回は風速１０ノット以下の目安でスラロームレースが実施できない場に行う。 

ビギナーキッズクラス：基本ビーチスタートにて行い、ミニマムウインドは設けない。 

５ 参加費     

 ５，１ プロスラロームクラスエントリー             ２０，０００円 

オープンスラロームクラスエントリー          １３，０００円（ＪＷＡ会員１２，０００円） 

プロ・オープンスラロームダブルエントリー        ２６，０００（ＪＷＡ会員２５，０００円） 

     エキジビジョンホイルクラスエントリー           無料（エントリー必要） 

ビギナークラス.キッズクラスエントリー                ８，０００円 

 ５、２ 締め切り：２０１８年３月１６日<金>申込書必着(郵便若しくはメール)及び振込入金したもの。  

入金確認出来る伝票を申込用紙に添付してください。 

※レイトエントリー ２０１６年３月１６日（金）までに申込書必着及び入金確認でるもの。 

※レイトエントリーは３，０００円追加徴収する。 

６ 日程 

3/23（金）  3/24(土)  3/25（日）  

10：00 プロクラスレジスト 08：00 レジスト・合同開会式 9：00 ミーティング 

12：00 開始式＆ミーティング 10：00 全クラス競技開始予定 10：00 全クラス競技開始予定 

13：00 プロクラス競技開始予定 17：00 競技終了予定 15：00 競技終了予定 

17：00 競技終了予定 19：00 レセプション予定 16：00 表彰式・閉会式 

※天候などにより、スケジュールの変更あり 

７ 帆走指示書  帆走指示書は大会初日に掲示される。 

８ レースエリア 添付１図はおよそのレースエリアを示す。  

９ コース    帆走すべきコース図は、当日公式掲示板にて掲示される 

１０ 得点  

１０、１ 得点方法は、WCRA2.1 及び WCRA4.3 の通りとする。 

１０、２ 本大会は、各クラス最大レース数を７レースとし、１レース、もしくは１イリミネーションにおいて、男子

決勝進出選手が選出された時点で男子が成立、女子決勝終了で女子が成立、そのどちらかが成立した時点で大

会成立とする。これは、RSS 付則 B10.37.5 を変更している。 

また、レースが成立したときのカット数は RRS 付則 B10.A2.1 に基づき、 

３～４レースが成立した場合は最も得点の悪いレースポイントをカットする。 

５～７レースが成立した場合は得点の悪い方から２つのレースポイントをカットする。 

１１ 賞  プロクラス入賞者のプロ登録選手には賞金を授与する。（賞金獲得はプロ会員選手に限る） 

その他のクラスは、参加人数により入賞者を表彰する。 

１２ エキップメント 

１２、１ プロスラロームクラスにおいて、選手は３本のボード、６枚のセイルで１シーズンを戦わなければならない。

また、選手は、自身の名前で登録した道具を使用しなければならない。ただしオープンクラスはその限りでは



ないが、プロクラス参加のアマチュア選手には適応される。 

スラロームクラスのボードの幅９５cm より広くてはならない。セイルは１０.０㎡より大きくてはならない。 

プロスラロームクラスの選手のボード、セイルは JWA の登録プロセスによって登録されなければならない。 

また、その時々の JWA スラローム委員会の判断によって詳細は変更される場合がある。 

未登録の選手は専用の記入用紙に登録用具を明記してレジストまでに提出しなければならない。 

１２、２ オープンスラロームクラスにおいては、ノンダガーボードフルオープン(ボード幅１００センチ未満)とする。 

１２、３ ナショナルホイルクラスにおいては、ホイルを使用するほかはボード・セイルの制限は設けない。 

１２、４ ビギナークラスは、セイルサイズ８.０㎡以下。 

１２、５ キッズクラスは、セイルサイズ８.０㎡以下。 

１３ エントリー方法  

別紙参加申し込み用紙必要事項を記入し、メール・封書郵便いずれかの方法で期日までに送付し、エントリー

費等も期日までに口座振込下さい。 

  〈エントリー用紙送付先〉 

 Email：anami-f6@oct-net.ne.jp 

  郵送：〒872－0033 大分県杵築市守江 1165 住吉浜リゾートパーク内 バズ 宛 

〈エントリー費振込先〉  大分銀行 安岐支店 普通 ５１０９１１７ 

           （名義） BUZZ 代表 穴見由美 

※プロクラスエントリー選手は、２０１７JWA 会員登録（HP より http://www.jpwa.info/）を済ませてか

らエントリーし下さい。 プロクラス以外のクラスは、登録の必要はありません。 

 

□１４ 宿 泊 宿泊は、大分県在住選手以外は、住吉浜リゾートパーク内ホテルに、宿泊義務付けとしますので

ご協力ください。プロクラスは、宿泊日３月２３日（金）・２４日(土)は、宿泊してください。

プロクラス以外のクラスは、、３月２４日（土）は、住吉浜リゾートパークホテルに宿泊してく

ださい 

なお、住吉浜リゾートパーク内は、車中宿泊は禁止されております。 

宿泊料金  １泊朝食  ６，０００ 円 

基本シングルルームユーズは、ありません(２名１室)。なので同室者を、エントリー用紙に明

記ください。なお、シングルユーズ希望の場合は、上記上記料金１泊プラス２，０００円で利

用できます。 

宿泊費は、エントリー費と併せて大会事務局に締切期日までに振り込みください。 

 

１５ 問い合わせ （大会全般に関すること） 

         実行委委員長 穴見和彦 ０９０－３０１５－１４９５ 

（大会及び宿泊に関すること） 

大分県杵築市守江 1165住吉浜リゾートパーク内 バズ 穴見由美 

         TEL  ０９７８－６３－８７７４ 

         （JWA選手登録に関すること） 

JWA(日本ウインドサーフィン協会)事務局 

TEL   ０４６－８７５－９８９９ 

 FAX   ０４６－８７７－５４４１ 

 email wind@jpwa.info   

HP    http://www.jpwa.info 
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添付１図 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

JWA SUMIYOSIHAMA CUP 2018 
参加申込書 

氏名：              ふりがな：           セイルナンバー：      

生年月日：１９   年   月   日   歳  性別： □男 ・ □女    血液型：   型                                               

住所：〒                                          

連絡先：             緊急連絡先：          続柄：          

携帯               メールアドレス                      

所属：                                           

クラス別エントリー費：□①プロクラス       20,000円 

           □②オープンクラス     13,000円  ＪＷＡ会員 12,000円  

           □①②のダブルクラス    26,000円  ＪＷＡ会員 25,000円  

③エキジビションホイルクラス 無料 （①②その他の選手で参加する選手 

                  は、○印してください）   

           □ビギナークラス       8,000円 

           □キッズクラス        8,000円 

選手同伴者宿泊申込 □3月 21 日（水）朝食付 6,000円×（選手＋同伴者  名）＝      円  

          □3月 22 日（木）朝食付 6,0 00円×（選手＋同伴者  名＝       円 

                 □3月 23 日 (金) 朝食付 6,000円×（選手+同伴者  名）＝       円 

          □3月 24 日（土）朝食付 6,000円×（選手＋同伴者  名）＝      円 

                 □3月 24 日（土）昼食 600円×（選手＋同伴者  名） ＝       円 

          □3月 25 日 (日) 昼食 600円×（選手＋同伴者  名） ＝       円 

          □3月 24 日（日）パーティ選手無料/同伴者 3,000円×  名）＝     円 

エントリー費＋宿泊費等の合計金額                            円  

同伴者氏名                                         

同室希望選手名                            ※基本 2名部屋です 

                        以上金額を添え申込ます。 

                        申込選手署名               

JWA登録：□2017年度プロ会員、ランキング会員、一般会員 □非登録              

（該当箇所に☑を入れる） 

〜誓約書〜 
私は本大会に参加を希望し、大会開催期間中の安全に対する判断、配慮等について全て私個人が責任を持ち、私個人の生命・負傷及び、

用具一切の損傷・紛失は主催、運営、協賛等の各社、各団体に何ら責任がないことに同意します。また、大会開催期間中に撮影された全

ての写真・映像についての使用、転載の権限を JAPAN  WINDSURFERS ASSOCIATION (日本ウインドサーファー協会)に与えることに同意し

ます。そして、いかなる場合においても、エントリー費の返還を要求しません。私は上記の旨を理解し、ルールと大会規定に従うことを

誓います。 

(18歳未満のエントリー者は保護者の署名、捺印が必要)             ２０１８  年  月  日  



                           氏名                   印    

                                             保護者名                印     


