JWA JAPAN TOUR 2019-2020 FREESTYLE #1

FREESTYLE FESTA ZUSHI 2019
大会公示
□大会名称

フリースタイル フェスタ 逗子 2019
（JWA JAPAN TOUR 2019-2020 FREESTYLE 第 1 戦）

□開催日程

2019 年 4 月 20 日(土)、21 日(日)

□開催場所

神奈川県逗子市逗子海岸

□主催
□後援

日本ウインドサーフィン協会(JWA)
逗子市観光協会/逗子市商工会/逗子海岸営業共同組合/公益財団法人逗子市体育協会/
逗子マリン連盟

□協力

逗子市/ FREESTYLE FESTA ZUSHI 実行委員会/kaya/マリンブルー/
フェザーファクトリー/石渡マリンクラブ/逗子ウインドサーフスクール/
ココナッツボーイ/NPO 海岸クラブ

□協賛

各社

1.規則
ウインドサーフィン競技規則および、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、スペシャルクラス、オープン A クラス、オープン B クラス、ウイメンズクラス、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。詳細は次のペー
ジをご覧ください。
「JWA｜会費」
https://ec.jwa.org/index.php?dispatch=categories.view&category_id=7&fbclid=IwAR3ywR9AirttSNkRKdRBMU5
9O6qpe3GUwpWcr97cjKB7iEpsK6ns5jx9yBY
注 1）プロクラス、スペシャルクラスに参加するためには、バッジテスト１級資格が必須となりま
すので、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）オープン A クラスに参加する方は、バッジテスト２級以上の取得者であることが推奨されま
す。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のダブルエントリーの場合は参加費無料
5.2 締め切り：2019 年 4 月 17 日（水）
※レイトエントリー無し
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参加希望の方は、
JWA 会員登録後、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
4/20(土)

8：00 レジストレーション
9：00 開会式＆スキッパーズミーティング
10：00 競技開始
17：00 競技終了予定

4/21(日)

9：00 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
17：00 表彰式＆閉会式
※ コンディションによってスケジュール変更の可能性有り。
※ 両日お昼頃 1 時間程度、競技を中断しフリースタイルフェスタ実行委員会主催
フリースタイルエキシビジョンを行います。

★1 日目 4/20(土)の夜に親睦会を予定しています。みなさん一緒に逗子で一杯やりましょー！

8.コンテストエリア
添付図、図 1 と図 2 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
レースコミッティが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
逗子海岸周辺のご宿泊先を紹介致します!!
・WE BACE 鎌倉 (コミュニティホステル)
・GLOCAL 逗子 BEACH HOUSE (逗子、逗子周辺 民泊)
お得な JWA 会員割引も有り！ 詳しくは JWA 事務局 担当 加藤 までご連絡ください。
JWA 事務局
〒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
フリースタイルフェスタ逗子 2019 宿泊先案内 担当 加藤
TEL: 046-876-9299 FAX: 046-877-5441
Email: gaku@timelimits.co.jp
13 .選手専用駐車場情報
大会期間中（4/20(土)-4/21(日)）の逗子海岸東浜に選手専用駐車場を確保しました。
本部までは少し歩きますが、道具等をそのまま海に運ぶことができます。
是非選手専用駐車場を利用ください。
本部までの距離：300m 弱
台数：14 台（先着順、予約制）
※ 詳しくは大会選手エントリー（デジエントリー）後にご案内致します。

□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

□図２：会場案内+駐車場案内

