テクノ 293 ジャパンカップ 2019
‐世界選手権出場支援選手選抜‐

++レース公示++
： 2019 年 3 月 23 日（土）、24 日（日）
期日
：神奈川県逗子市逗子海岸東浜
場所
共同主催：日本ウインドサーフィン協会、特定非営利法人 KANATAN
： 逗子マリン連盟
（予定、
逗子ウインドサーフスクール／CB SURFERS／Marine Blue
後援
／Kaya／フェザーファクトリー）／他
：ビックスポーツ、ウインドサーフィンジャパン、GoPro、株式会社コロワイド、
協賛
カンティーナ逗子店（予定）他
1. 規則
1.1 2017-2020 セーリング競技規則（以下 WCR）
、付則 B およびテクノ 293、の各クラス
ルールに定義された規則。
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. 競技クラス テクノ 293 クラス（A17／U17 の各ディビジョン男女）
テクノ 293 プラス（男女）
ウインドサーファークラス
4. 参加資格及び参加方法
4.1 各主催団体が参加を認め、大会の名誉、品位を著しく損なう行為の無い選手。
4.2 浮力体の用意をしている選手。
4.3 未成年者が参加する場合は、保護者が責任をもつ事に同意をしている事。
4.4 A17 ディビジョンに該当する選手。
（2002 年以前に生まれた者）
4.5 U17 ディビジョンの選手。
（2003 年 1 月 1 日〜2006 年 12 月 31 日に生まれた者）
4.6 参加意思のある艇は、大会事務局 E メール（shiori310c@gmail.com 大会事務局 西
村志織）宛てに、①氏名、②性別、③所属、④セイルナンバー、⑤参加するクラス
を記載のうえ、E メール送信すること。
エントリー費は、みずほ銀行 鎌倉支店
普通口座 1608661 口座名義人 ナガシマカズヨシ まで
※エントリー費の銀行口座入金日を持って、本大会のエントリーの受付日とする。また、
入金後のエントリー費の返還はいかなる理由があっても受け付けない。なお、振り込みの
際には振り込み名義人名を必ず入力すること。
また、本大会公示に添付された参加申込書及び誓約書に必要事項を記入し、押印のうえ、速や
かに 14．に記載の送付先（〒907-0004 沖縄県石垣市登野城 2-6 サンドリバービル
303 長島一由宛）まで郵送すること。
エントリー費の入金と参加申込書及び誓約書の提出をもって、エントリーの完了とする。
正規参加申込は 3 月 2 日（土）までとする。3 月 3 日（日）からはレイトエントリーとな

り、参加料にペナルティー分 2000 円が加算される。3 月 9 日（土）までレイトエントリー
を受け付けるがそれ以降は一切受け付けない。
、
5. 参加費 10000 円（表彰パーティ参加費込み、JWA 非会員は 11,000 円）
レイトエントリーは 12000 円。
（予定）
6. 日程
3 月 23 日
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 9:00
最初の予告信号予定時刻
09:55
レース
表彰式及びパーティ
時間未定（レース終了後）
3 月 24 日 最初の予告信号予定時刻
09:55
レース
閉会式 時間未定（レース終了後）

7. エキップメント
7.1 事前計測は行わないが、大会期間中計測を実施する場合がある。
7.2 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。
7.3 ナンバーが他の選手と重複した場合は、JWA 登録ナンバーが優先される。
8. 帆走指示書 当日の受付時に掲示される。
9. レースエリア 添付 1 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 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。
12.賞
12.1 A17 男子 1 位～3 位 女子 1 位～3 位（大学 1 年、2 年は学年クラス別・顕彰あり）
。
ウインドサーファークラス男子 1 位～3 位 女子 1 位～3 位
12.2 テクノプラスクラス、U17 男子、女子、社会人クラス（学連 OB 等大学卒業後セーリ
ングしている者）、マスターズクラス（40 歳以上）、シニアクラス（50 歳以上）は参加人
数により表彰する。
12.3 成績により、上位選手を対象に、2019 年テクノクラス世界選手権及び 2020 年テク
ノクラス世界選手権。または 2019 年ウインドサーファークラス世界選手権出場へ
の支援を行う。
（2019 年の世界選手権に限り出場辞退者があった場合は、繰り上げあり）。
※テクノクラス出場選手はテクノワールドのみ対象。サーファークラス出場選手はサーフ
ァーワールドまたはサーファー艇の国際大会が支援対象大会になります。
※選抜選手への特典及び選抜方法
総合優勝者
（テクノプラスクラスを除く）
には、
金 10 万円の世界選手権出場支援金を支給する。
また、上位入賞者（テクノプラスクラスを除く）には世界選手権出場支援金を交付する
（※但し、世界選手権主催者側による国別のレンタルボード数の割り当てにより、自らボード
を持ち込まないと出場できない場合がある）。
なお、テクノプラスクラスについての世界選手権出場支援金については、BIC SPORT の内海さ
んの方で個別に判断。

その他、（株）コロワイド社様のご協力により、カンティーナ逗子店でのパーティを行う（飲
食無料（予定）。選手・運営スタッフ以外の参加費は 3000 円。）。
13.安全と責任
13.1 各選手は離岸から着岸までの間、救命具を着用しなければならない。
13.2 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。
14. 大会事務局 〒249-0007 神奈川県逗子市新宿 1－4－30
ジャパンカップ実行委員会事務局 電話：080-5430－8351
E メール：nagashima_kazuyoshi@yahoo.co.jp （実行委員長 長島一由宛）
※参加申込書及び誓約書郵送先
〒907-0004 沖縄県石垣市登野城 2-6 サンドリバービル 303 長島一由宛

※ エントリー費のうち 3000 円分は主催 NPO 法人の KANATAN の社会貢献活動費として寄付
するものとする。その他、大会の開催経費を除く全額を選手の海外支援費に充てる。
※特定非営利法人 KANATAN は、貧困世帯への学習支援、シニアと若者の交流支援を目的と
するスポーツ・芸術振興などを行う特定非営利活動法人です。

レース予定エリア

参加申込書及び誓約書
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、また、
人員、船体のすべての責任は、自己に帰することを誓います。そしていかなる場合にもエ
ントリー費の返還を要求致しません。又、大会期間中に撮影された写真等の使用、転載の
権限を、実行委員会に与えることに同意します。
平成 年 月 日
フリガナ
氏名
印 性別 男・女
生年月日
年
月
日
歳
保護者氏名
印（未成年のみ）
所属
（大学
年生）
クラス
（該当するクラスに複数〇をつけてください。例えば、学連 2 年生男子は A17 男子と学連
2 年生クラスの二つに〇を。学連卒業後 5 年目の女子であれば、A17 女子クラスと社会人女
子の二つに○を。マスターズ男子であれば、A17、社会人男子、マスターズ男子の 3 か所に
○をつけてください。）
テクノプラス（８．５ｍリグ使用の新部門・オープンエイジ）
A17 男子（学連 2 年生クラス・学連 1 年生クラス）
A17 女子（学連 2 年生クラス・学連 1 年生クラス）
U17 男子
U17 女子
社会人男子（学連 OB 等大学卒業後セイリングしている者）
社会人女子（学連 OB 等大学卒業後セイリングしている者）
マスターズ男子（40 歳以上）
マスターズ女子（40 歳以上）
シニアクラス男子（50 歳以上）
シニアクラス女子（50 歳以上）
ウインドサーファークラス
セール No
住所〒
緊急時連絡先
電話
携帯
E メール
-------------------------------------------------------------------------------

テクノ 293 ジャパンカップ大会組織
（アイウエオ順）

大会顧問 内海隆、真壁克昌、三木英樹、脇元祐二
大会会長 宮崎景
大会副会長 新嶋光晴 根岸聡
相談役 加藤学、金山淳吾、宮野幹弘
ゼネラル・プロデューサー 三好多加也
大会実行委員長 長島一由
大会実行副委員長 小池哲史、内藤智之
海上本部長兼競技委員長 宮崎景
競技副委員長 山方俊彦

