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SUMIYOSIHAMA BOARD SAILING COMP 

 

 

 

フォーミュラウインドサーフィンプロツアーファイナル 

ウインドサーフィンアマチュア選手権 

 

住吉浜 ＣＵＰ ２０１７ 大会 《ウインドサーフィン)》レース公示 

 
大会名称   住吉浜 ＣＵＰ ２０１７ 

 ２０１７ JWAプロアマジャパンツアーフォーミュラウインドサーフィンシリーズファイナル 

             ２０１７ 第１回ナショナルホイルボード選手権 

                 ２０１７ 住吉浜ウインドサーフィンアマチュア選手権  

開催日     ２０１年１１月 ３日（金／祝日）～１１月 ４日（土）  ２日間 

開催地     大分県杵築市守江１１６５ 住吉浜リゾートパークシルバービーチ及び同沖合い 

共同主催    住吉浜カップ実行委員会 

          NPO法人  日本ウインドサーフィン協会           

協 力     杵築市体育協会/住吉浜リゾートパーク/国東市セーリング部／住吉浜ジュニアウインドサーフィンス

クール／民宿 豊洋荘／/カレラワークス・ＢＵＺＺレーシングチーム他 

協 賛     各 社 

後 援     杵築市教育委員会／大分県セーリング連盟／全休BS協会／大分合同新聞社他報道各社 

１.適応規則  ２０１６-２０２０セーリング競技規則（以下RRS）、JWAプロツアー規定、テクノ293規則、国体ウインド

サーフィン規則、の各クラスルールに定義された規則 

※各クラスとも、帆走指示書と各規則が矛盾する場合は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  ※フォーミュラウインドサーフィンクラス〉  

 フォーミュラウインドサーフィンクラス・・.・・・・・・アップウインド（コースレース） 

         ※フォーミュラウインドサーフィンオープンクラス・・アップウインド（コースレース） 

         ※ナショナルホイルボードクラス……………・・・・ショートアップウインドスラローム 

※〈アマチュア選手権クラス〉 
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   テクノ２９３ （A１７/U１７/U１５/Ｕ１３）クラス・・・アップウインド（コースレース） 

   国体ハイブリッドボードクラス・・・・・・・・・・・・・・アップウインド（コースレース） 

   ビギナー小学生クラス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ビーチスタートのショートアップアビームコース 

４.参加資格  フォーミュラウインドサーフィンクラスに参加できる選手は、２０１７JWAプロ会員、ランキング会員、 

        一般会員に限られる 

ナショナルホイルボード・アマチュア選手権クラスはウインドサーフィン愛好家なら誰でも参加可能で

すが、ビギナークラスはウィンド歴１年未満とする 

５.参加費  ① フォーミュラウインドサーフィンクラス 

         １６，０００円   （昼食 2回含）  

     ② フォーミュラウインドサーフィンオープンクラス 

 １４，０００円（住吉浜宿泊代、パーティ費､昼食代含）  ※①②ダブルエントリーはできません 

大分県在住選手で宿泊を必要としない選手のエントリー費 ９，０００円（昼食／パーティ費含） 

        ③ ナショナルホイルボードクラス 

 １４，０００円（住吉浜宿泊代、パーティ費､昼食代含）   

※①か②とのダブルエントリーは可能です。 

  ①と③のダブルエントリー費 18,000円 

  ②と③のダブルエントリー費 16,000円 

大分県在住選手で宿泊を必要としない選手のエントリー費 12,000円（昼食／パーティ費含） 

 

④アマチュア選手権テクノ２９３・国体ハイブリッドクラス 

 １２，０００円 （住吉浜宿泊代、パーティ費､昼食代含）※ダブルエントリーはできません 

※大分県在住選手で宿泊を必要としない選手のエントリー費 ８，０００円（昼食／パーティ費含）  

         ⑤アマチュア選手権ビギナークラス 

 １０，０００円 （住吉浜宿泊代、パーティ費､昼食代含） ※ダブルエントリーはできません 

※大分県在住選手で宿泊を必要としない選手のエントリー費 ７，０００円（昼食／パーティ含） 

 

６.日程    １１月 ３日（金）   ９時      レジストレーション／計測 

１０時００分  開会式・スキッパーズミーティング       

１１時      第１レースクラス旗掲揚予定 

１７時      当日の最終レース終了予定 

１９時      パーティ 

１１月 ４日(土)   ９時      ミーティング 

１０時      レースクラス旗掲揚予定 

１５時     最終レースクラス旗掲揚 

１６時     表彰式・閉会式 

７.エキップメントおよび賞典 

 プロアマフォーミュラウインドサーフィンクラス 

JWAプロツアーＦＷ規定に定められた範囲 

〔表 彰〕総合 １位～６位／レディース１位／ベストアマチュア賞／賞金有（プロ登録選手のみ） 

         フォーミュラウインドサーフィンオープンクラス 

 JWAプロツアーＦＷ規定に定められた範囲  

(表彰)１位から３位 
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        ナショナルホイルボードクラス 

           セイル・ボード・ホイルフィンサイズフリー 

(表彰)１位から３位 

 アマチュア選手権テクノ 293 クラス 

   テクノ２９３クラスルールに定められた範囲 

   〔表 彰〕各 １位～３位 

アマチュア選手権国体ハイブリッドボードクラス 

   国体ウインドサーフィン級規則に定められた範囲 

   〔表 彰〕 １位～３位 

 アマチュア選手権ビギナー・小学生クラス 

    道具フリー 

    〔表 彰〕 １位～３位 

 ※ 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を貼らずに、フィニッシュ時に順

位を読まれない場合は救済の対象とはならない。 

８.帆走指示書 当日のスキーパーズミーティングまでにノーティスボードに掲示される 

９.レースエリア 添付図 は、およそのレースエリアを示す 

10.レース・コース 帆走すべきコースは、当日の公式掲示板に示される 

11.得点     最大７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 

また 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 

１２.参加方法 指定されたエントリーフォームをメール若しくは郵送にて事務局へ提出、併せて事務局口座へエント

リー費／宿泊費を振込みください。 

        〈事務局〉 

   〒８７３－０２３３  大分県杵築市守エ１１６５ 住吉浜リゾートパーク内 

    アクアテックスポーツピア  ＢＵＺＺ  穴見  

〈メール〉    anami-f6@oct-net.ne.jp 

〈振込口座〉 大分銀行 安岐支店 普通 ５１０９１１７ 

            名義 BUZZ 代表 穴見由美 

 

1０月２６日（木）までにメール必着振込済 
※ エントリー締切後は,宿泊の都合等により原則として受け付けられない場合があるので注意し

てください。 

１３.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。 
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 添付図 

        

 

14、その他 

  宿 泊 

《フォーミュラウインドサーフィンクラス出場選手の宿泊》 

 １、 宿泊は、大会事務局指定個所での宿泊を義務付とする。 

       宿泊場所 住吉浜リゾートパーク宿泊義務付け日１１月３日 ８，５００円 〈夕食パーティ付〉 

２ 泊料金等 

住吉浜リゾートパーク 

 ２日（木） ３日(金) ４日（土） 

 ６，５００円 

１泊朝食 

パーティが夕食

となります 

８，５００円 

６，５００円 

1泊朝食 

※ 網掛け部分は宿泊義務付け日です。 

 同伴者の宿泊料金は、選手料金と同額です。 

大分県在住の選手は，宿泊義務付けを免除します。 
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《ナショナルホイルボード選手権・アマチュア選手権出場選手の宿泊 》 

３日のみエントリー費に含まれています、事務局に手住吉浜リゾート宿泊部屋を知らせます。 

なお同伴者の宿泊は、上記選手料金と同じです。 

 道具の運搬について 

            ボード等の送付先は、以下に送付ください。 

               ８７３－０２１１  大分県杵築市守江１１６５ 住吉浜リゾートパーク  

                          ＢＵＺＺ 宛  ０９７８－６３－８７７４ 

 日本ウインドサーフィン協会（JWA）登録について 

ＦＷプロクラスは、 公認ランキングレースとなっている為、選手会登録が必要です。 

各自でＪＷＡの選手登録をお願いします。 

 ※問い合わせ 

① プロアマフォーミュラウインドサーフィンクラスのルール及び登録に関すること 

       １１：００～１７：００ 

JWA事務局 

TEL ０４６－８７２－３２８０ 

ｅ-ｍａｉｌ ＪａｐａｎＰｒｏＷＳＦ＠ａｏｌ．ｃｏｍ 

② ナショナルホイルボード選手権・ 住吉浜カップアマチュア選手権に関すること  

       １０：００～１６：００ 

   全九州BS協会競技委員長（穴見） 

       TEL ０９０-３０１５-１４９５ 

       e-mail  anami.-f6@oct-net.ne.jp 

③ その他エントリー等の問い合わせ 

       １０：００～１６:００ 

     大会事務局 (BUZZ 穴見) 

       TEL  ０９０-３０１５-１４９５   

      mail  anami.-f6@oct-net.ne.jp 
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Ｓｕｍｉｙｏｓｉｈａｍａ Ｃｕｐ ２０１７ WSF 参加申込書 

（申し込年月日）   

  ２０１７年  月   日 

  私は、本大会の規定に基づき下

記の参加費／宿泊費用を添えてエ

ントリーします。なお上記費用はレ

ース不成立等いかなる理由におい

ても返却されない旨同意します。 

 サイン又は㊞             

   

参加費 金            円 

宿泊費 金            円 

①合 計 金           円 

同伴者宿泊申し込み 

同伴者氏名                       

同伴者氏名                       

同伴者氏名                       

同伴者(  )名×(  )日×（  ）円 

②合計 金             円 

 

①+②合計金額 

            円 
 

  

 

            

参 

加 

ク 

ラ 

ス 

参加クラスに〇印をつけてください 

 ① プロアマフォーミュラウインドサーフィンクラス 

１６，０００円  

 ② フォーミュラウインドサーフィンオープンクラス 

１４，０００円   

※大分県在住で宿泊なし９，０００円 

 ③ ナショナルホイルボードクラス 

       １４，０００円 

※大分県在住で宿泊なし９，０００円 

①と③のダブル   １８，０００円 

②と③のダブル   １６，０００円 

 ※大分県在住で宿泊なし１２，０００円 

 ④アマチュア選手権テクノ 293 A17/U１７・１５・１３クラス 

１２，０００円  

※大分県在住で宿泊なし８，０００円 

 ⑤国体ハイブリボードクラス 

１２，０００円   

※大分県在住で宿泊なし８，０００円 

 ⑥アマチュア選手権ビギナークラス 

１０，０００円 

 ※大分県在住で宿泊なし７，０００円 

     

選 

   

手   

等 

宿 

泊 

① の該当者は、該当欄を〇で囲んでください 

１日 ２日 ３日 ４日 

１泊朝食 

６，５００円 

１泊朝食 

６，５００円 

１泊２食 

８，５００円 

パーティ夕食 

１泊朝食 

６，５００円 

※ＦＷクラスは、３日のみ宿泊は義務つけです 

※アマチュア選手権は、３日の宿泊は、エントリー費に含み

ます 
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ふりがな  住   所 〒           

氏   名   

生年月日            （    歳） 所属チーム名等  セイル NO 

血 液 型    

性   別    

電   話           Fax e-mail  

緊急連絡先電話   〒 

 

JWA登録 プロ会員 ランキング会員、 一般会員、 非会員 （○をつけてください。）  

（誓約書）              大会実行委員長 殿 

 本大会の参加にあたり、自らの心身の安全・物件・所有物の管理については、全て私個人の責任においておこないます。したがって全ての直接的・間接的な損

害や損失を本大会の主催者・関係者及びその他の関係する全ての団体や関係者に求償したり訴えたりしません。又ルールー・マナーを厳守し関係 

者に一切の迷惑をかけないことを誓い個々に署名します。  ２０１７年   月   日    選手署名                ㊞ 

※18歳未満の場合は保護者の署名捺印が必要です         保護者名                 ㊞ 

 

 


