Presents

2018 MihoCup 9

th

ウインドサーフィンスラローム競技大会
スタンドアップパドル・プロアマオープン競技大会
日程・場所

2018 年 8 月 4 日(土) ウインドサーフィンレース
5 日(日) SUP レース＆ウインドサーフィンレース

主催

MIHO CUP 実行委員会

共同主催

JWA 日本ウインドサーフィン協会

公認

SUPA(日本スタンドアップパドルボード協会)
PSA-J（日本プロフェッショナル SUP 協会）

後援
特別協賛

東海大学海洋学部
（株）TOKAI グループ/医療法人社団宝徳会/(株)ヤナセ静岡支店(メルセテスベンツ、
スマート)(株)ライテック/古庄自動車学校/FAI(株)/駿河湾フェリー

協賛

MANEUVERLINE/スターボードジャパン/JRS/シュリロトレー
ディンクco,ltd/サーフトレーディング/ON’s カンパニー/レッドアイアン
/X-Fly/ナッシュシャパン /セドラスグループ /goseassurf/Halelaeロミロミマ
ッサージ/ASUWAヨガスタジオ/ストリームトレイル/Citric Amino

運営協力

PWC SERVICE nac, (Sea bird) /NPO 法人 seamac/club85/

競技規則

◯WINDSURF

2017-2020 ウィンドサーフィン競技規則（WCR）

ボード・セール類はフルオープンたたしダガー使用不可(※ダガー付ボードでも常
にダカーを収納または取外した状態の場合は可)

◯SUP

SUPA RULES

ライフジャケット＆リーシュコードの着用義務(ハイドレーシ

ョンシステム着用を強く推奨！！)
大会クラス

◯WINDSURF
オープン・オープンレディース(セミ海上スタート予定３マーク回航)
オープン B(セミ海上スタート予定

１マーク回航)

ビギナー・キッズ（１マーク回航）
◯SUP(全日本 SUP 選手権予選シリーズ)

SUP エリートクラス(12’6”以下)5km (PRO CLASS 含む)
SUP サーフボード(12’6”以下) 5km
SUP インフレータブルクラス(12’6”以下) 5km
SUP ビギナークラス(ボードフルオープン)2.5km
大会表彰

WINDSURF オープン 1〜3 位 オーフンレティース 1~3 位
WINDSURF オープン B1〜3 位(総合表彰)
WINDSURF ビギナー1〜3 位 (総合表彰)
WINDSURF キッズクラス 1〜3 位

SUP エリートクラス男子 1〜5 位

女子 1 位〜5 位(Pro 含む)

賞金総額￥300,000 予定（ProClass）一般選手が入った場合は別途遠征補助金とする

男女賞金は同額とする。賞金は増える可能性がある。

SUP インフレータブルクラス男子 1〜3 位
SUP サーフボードクラス男子 1〜3 位
SUP ビギナークラス男子 1〜3 位
※

女子 1 位〜3 位

女子 1 位〜３位

女子 1 位〜３位

SUP レースの全体総合成績男女それぞれ上位 50%に、2018 年度全日本 SUP 選手権レース種目のエリートフリートへ
の出場権を与える。また各クラスの完漕者に、そのクラスでの 2018 年度全日本 SUP 選手権レース種目のオープン
フリートへの出場権を与える。

※

SUP の表彰はレースが終わり次第行う予定。

※荒天中止の場合エントリー費の返金はいたしません。

スケジュール
(4日)ウインドサーフィンレジストレーション
ウインドサーフィン開会式

9:00〜
10:00〜

ウインドサーフィン競技開始 12:00〜
ウインドサーフィン懇親会
(5日)スタンドアップパドルレジストレーション

19:00〜（希望参加)
8:00〜

SUP&ウインドサーフィン合同開会式

9:00〜
10:00 (SUPスタート)11:50SUP表彰式
12:30 (ウインドサーフィン２日目スタート)
15:30

競技終了

16:00 (WIND表彰式&合同抽選会)
19:30 (清水港大花火大会18,000発)

エントリー費 ◯WINDSURFING

全てのクラス

¥6000

◯SUP PRO CLASS ￥10000
◯SUP エリートクラス/サーフボードクラス/インフレータブルクラス¥6000 (SUPA
会員¥5000) SUPビギナークラス ¥4000
◯WINDSURFING＆SUPのダブルエントリー¥7000（SUP PRO CLASS￥10,000）
※ 両クラス共(パーティー付き)
エントリー方法
現金書留にて実行委員会宛 エントリー締め切り 30年7月31日（火）(必着)

エントリーおよび問合せ
〒424-0902 静岡県静岡市清水区折戸534-3 goseas surf内 三保カップ実行委員会TEL0904111-7585(担当 実行委員長
宿泊案内

合志)

※直接、ホテルへご予約・ご相談ください

三保園ホテル(TEL 0543-34-0111)¥5000(税別) 〜
民宿三保荘(TEL 0543-35-4959) 素泊まり¥3,500(税別)〜
シーサイド福田屋(054-334-0124) 素泊まり¥6800(税別)〜
ホテルサンルート清水¥3300〜￥10500
ホテルサンポート¥4200〜5280
民宿レストラン潮(054-334-8561)￥5,800〜

他

イベント
・SUP試乗会 ・WIND SURF試乗会 ・ロミロミマッサージ施術（無料）・ビーチヨガ（無料）・メル
セデスベンツ新車展示ブース ・表彰式毎年恒例豪華賞品多数! ・大会中インターネットLive中
継・ウエルカムパーティー
皆様に支えられ少しずつ大きくなってきた MihoCup もお陰様で今年で 9 回目を迎えることとなりま
した。今年も SUP プロクラスをお迎えし、益々盛り上がる MihoCup!運営陣微力ではございますが努
力して参りますので皆様のご参加を心よりお待ちいたしております。大会会場で皆様にお会い出ま
す事を楽しみにしております。清水港の大花火大会がございます。お祭りと日程が重なってるいる
為ご宿泊ご予約はお早めに！！

https://www.google.co.jp/maps/@35.0165865,138....
大会開催エリア図

競技エリア

陸上大会本部
TOKAI展示ブース

ルート・乗換
地図データ ©2015 Google, ZENRIN

100 m

MIHO CUP ９th
ENTRY FORM(誓約書)
氏名

印

（WIND）セイル NO.

ふりがな
生年月日

年

血液型
性別

月

日

歳

朝ビーチヨガ希望

型
男 ・ 女

〒
住所
TEL

FAX

携帯

E-mailアドレス
所属チーム・ショップ
参 加 ク ラ ス (該当クラスに○をつける)

◯WIND
オープンメンズ/ オープンレディース/オープン B /ビギナー &キッズ

◯SUP
PRO CLASS/エリートクラス12’6/エリートクラス14’0/サーフボードクラス/インフレータ
ブル/ビギナー
SUPA会員ナンバー
誓約書

私は本大会に参加し、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。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。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。
年
氏名

印

保護者名

印
(18 歳未満のエントリー者は保護者の署名が必要です)

月

日

