
第 36 回 レーザー全日本マスターズ選手権大会 レース公示（NOTICE OF RACE） 

 

１．共同主催 (一社)日本レーザークラス協会・香川県ヨット連盟  

２．公  認 (公財)日本セーリング連盟（申請中）  

３．協  力 B&G 高松海洋クラブ ㈱国際フェリー 池田漁協協同組合 

４．後  援 小豆島町、土庄町、小豆島町教育委員会、土庄町教育委員会  

（一社）小豆島観光協会 （一財）小豆島ふるさと村  

協  賛 岡崎造船㈱  

５．競技会場 レース会場：小豆島ふるさと村及びその沖の海面 

６．レセプション会場：小豆島ふるさと村イベント広場（開閉式屋根付き芝生広場） 

７．期  日 2019 年 9 月 21 日(土)～22 日（日）   

８．種  目    

8.1 レーザースタンダードクラス、レーザーラジアルクラス、レーザー4.7 クラス    

8.2 レーザーラジアルクラス､レーザー4.7 クラスは､同時スタート同一コースとする。  

９．適用規則    

9.1 セーリング競技規則（2017－2020）に定義された規則(以下､RRS と言う｡)を適用する。 

9.2 ＲＲＳ付則 P を適用する。   

10．参加資格等      

10.1 (一社)日本レーザークラス協会の 2019 年度会員であること。     

10.2 (公財)日本セーリング連盟の 2019 年度会員であること。     

10.3 受付時に 10.1、10.2 の会員証を提示すること。 なお会員申請中の場合は、会費の

支払を示す書類を持参すること。      

10.4 外国からの参加者にあっては、ILCA の有効な登録メンバーである事を証明すること。     

10.5 男性は満３５歳以上であること。年齢は 2019 年 9 月 21 日(土）における満年齢とす

る。  参加者は下に示す年齢別カテゴリーに分かれ、カテゴリーごとに順位を決める。  カ

テゴリーを表す色分けをしたバンドをマストのグースネック下に取付け、どのカテゴリー

の選手か判別できるようにする。                

満３５才以上４５才未満   Apprentice   （AP）   BLACK           

満４５才以上５５才未満   Masters       （MA）   RED             

満５５才以上６５歳未満   Grand Masters  (GM）   YELLOW          

満６５才以上       Great Grand Masters（GGM）  BLUE     

10.6 女性には年齢の要件はない。  レーザーラジアルクラスまたはレーザー4.7 クラスに

参加する場合には、年齢別カテ ゴリーはないが、レーザースタンダードクラスに参加する

場合には年齢別カテゴリー に分かれ、男女総合順位となる。    

11．参加申込      

11.1 参加申込は、オンライン・エントリーサイト（URL は、http://sail.jpn.com ）にて 



受付ける。なお、エントリーリストは同エントリーサイトに掲示する。     

11.2 参加申込期限を、2019 年 8 月 30 日（金）とする。       

また、レイト・エントリーの期限は 9月 6日（金）とし、以後は受け付けない。  

12．参加料        

12.1 エントリーフィー      選手 1 名 につき  １８，０００ 円      

12.2 レイト・エントリーフィー  選手 1 名 につき  ２１，０００ 円    

12.3 参加料にはレセプション代、他ふるさと村での水道利用料等を含む。     

12.4 2019 年 9 月 6日（金）迄に下記口座に参加料を振込む事。 

     ゆうちょ銀行 【記号】１６３１０ 【番号・名義】１９１１６０６１ 

 クトミ ジュンイチロウ  

※他金融機関からのお振込みは、【店名】六三八（ロクサンハチ）  

【店番】６３８ 【預金種目】普通預金    

【口座番号･名義】 １９１１６０６１ クトミ ジュンイチロウ 

9 月 6 日㈮までに不参加の申出があれば、返金手数料を差し引いて参加料を返金する

が、期限後の不参加の申出については、参加料を返金せず、得点記録を DNC として記

録する。   

13．帆走指示書  帆走指示書は、大会 HP にて配布する。    

14．計測          

14.1 全選手は、艇の大会計測を受けなければならない。      

14.2 計測は下記の日程で艇置場にて行われる。 なおレース委員会の判断により、この他

の日程に行われることがある。           

9 月 20 日（金）13:00～16:00   9 月 21 日（土）8:00～10:00 

15．艇と装備      

15.1 選手は、大会計測で確認された１つのハル、セール、マスト、ブーム、センターボー 

ド、 ラダーを使用しなければならない。     

15.2. 艇は直径６㎜以上、長さ５m 以上のバウラインを搭載し、その一端はバウアイに結び 

つけられてなければならない。     

15.3 艇はマスト抜け落ち防止策を講じなければならない。   

16．安全 水上では常に適当な救命胴衣（ライフジャケット）を着用しなければならない。  

17．日程  

9 月 20 日（金）  

13:00～ 受付・計測開始  16:00 受付・計測終了 （※自由参加にて、18:00 より前夜祭）       

9 月 21 日（土）   

8:00  受付・計測開始    

10:00  開会式・スキッパーズミーティング         

11:00 第 1 レース予告信号、引続きレースを行う    18:00 レセプション  



9 月 22 日（日） 9:25 当日最初の予告信号、引続きレースを行う    

13:00 以降の予告信号は発しない     

15:00  表彰式・閉会式     

18．レースコース は､トライアングルコース､ソーセージコースのいずれかとする。    

19．得点方法 得点方法には、RRS 付則 A の低得点方法を適用する。         

本大会は６レースを予定し、最小１レースの完了をもって成立する。   

 

20．賞        

20.1 レーザースタンダードクラス及びレーザーラジアルクラスの参加者のうち、どちらか

多いリグのチャンピオンに全日本マスターズ総合チャンピオンとしてラダー型トロフィ 

（持ち回り）が授与される。       

20.2 ILCA のキューブの授与は各カテゴリーのエントリー数が５艇以上で成立し、各カテ

ゴ リーのチャンピオンに ILCA のキューブが授与される。     

20.3 レーザーラジアルクラスの女性チャンピオンには ILCA のキューブが授与される。    

20.4 各カテゴリーの第 1 位～第 3 位の選手に賞が授与される。  

21.大会不成立  

強風、無風、台風、地震等の自然災害や事件、事故等による大会不成立の場合には、参加

料を返金しない。   

22．責任の所在      

22.1 本大会の参加者は、自分自身の責任で参加する。 RRS４「レースすることの決定」 参

照。  

22.2 本大会の主催者は、大会期間中に生じた物理的な損傷、または身体障害もしくは生命

の喪失に対するいかなる責任も負わない。またスタートするか、あるいはレースを継続す

るかどうかを決める責任は各艇にある。   

  

23．問合せ先  レーザー高松フリート 九冨 潤一郎（くとみ じゅんいちろう）               

〒761-0113 香川県高松市屋島西町 2454 番地４ ダイアパレス屋島五番館 605 号              

電話&FAX 087-841-5782   E-mail  kuto12369@yahoo.co.jp   携帯電話  080-7187-1171   

 

以下は、レース公示に含まれない連絡事項。   

  

① 宿泊・交通等について ※宿泊については、下記 HP 等をご参照のうえ各自ご手配ください。      

小豆島ふるさと村（ http://www.shodoshima.jp/ ） 

  国民宿舎・ファミリーロッジ・フリーサイトキャンプ場・オートキャンプ場等があります。 

 キャンプ場は道の駅から徒歩５分のところにあります。 

 



泊まる 

http://www.shodoshima.jp/stay/ 
会場に近く安く泊まれる宿泊（車で８分） 

小豆島オリーブユースホステル 

http://www.jyh.gr.jp/shoudo/olive_yh.html 
交通案内・アクセス（時刻表） 

http://www.shodoshima.jp/access/ 
 神戸・大阪方面からはジャンボフェリーが安くて便利です。 

 https://shoudoshima-ferry.co.jp/ 

高松からの安い便もあります。お帰り無料キャンペーン 

https://ferry.co.jp/shoudoshima-line/my-car-muryou.htm 

② レセプション等について   ※【自由参加による前夜祭会場】    

・日時 9 月 20 日（金）18:00～ （実費） ・会場 小豆島ふるさと村   TEL 0879-75-2266  

・参加者はオンラインエントリーサイトにて事前申し込みが望ましい。 

【レセプション】   

・日  時 9 月 21 日（土）18:00～20:00 

・同伴者 1 名につき  3,000 円   中高生 1,000 円（小学生以下は無料）    

 ※オンラインエントリーサイトより申し込み、参加料と併せてレース公示 12-4 の口座に振

込んで下さい。 会場から各宿泊施設には無料の送迎バスを 運行します。 

③艇の搬入・搬出     

・艇の搬入は、9 月 20 日（金） 朝から、ふるさと村のふるさと村運動場に搬入可能です。   

・艇を下した後受付し、リコールナンバ ーを貼付け後、計測ください。   

・車の駐車は、ふるさと村運動場 を利用ください。  

④艇のチャーター     

・チャーター数は、３艇 遠方・先着を優先。    

・チャーター料は、10,000 円（艇体､マスト､ブームのみ）。その他の艤装品は､要応談。    

・チャーター受付後、2019 年 9 月 6日（金）までに、チャーター料を参加料と併せて 

レース 公示 1２-4 の口座に振込んでください。    

・チャーター艇のキャンセルは、2019 年 9 月 6 日（金）までに申出があれば、返金手数料

を差し引いてチャーター料を返金しますが、期限後の申出については返金しません。    

・チャーター艇の問合せ先   23 と同じく九冨 潤一郎まで            

⑤駐車場   

・駐車場 は、ふるさと村運動場又はイベント広場駐車場をご利用ください。    

※道の駅は一般の観光客、大型バスも止まりますので、他の利用者に十分にご配慮くださ

い。   

・駐車場から出着艇会場へは、観光客に配慮して、安全第一でお願いいたします。  



   

⑥車中泊・テント泊   

・イベント広場駐車場 を、車泊の方に開放します。この駐車場は車中泊可能です。  

・テント泊は、イベント広場駐車場隣接の芝生広場を開放します。  

利用料金は、１泊１人５００円を現地受付でお支払いください。 

⑦その他   

   ・駐車場  は、他の利用者に十二分にご配慮してください。   

・トイレは、運動場と道の駅駐車場と体育館、キャンプ場内に あります。   

・シャワーはふるさと村内、ファミリープールにありますので、ご利用ください。（有料） 

  ・支援艇について、ふるさと村のバース係留を必要とする場合は不可とします。 

（但し砂浜から出着可能なリブボート等であれば事前申請により可とします。使用料無料） 

     ※この大会は、JSAF「環境キャンペーン」に賛同し、実施します。  



 




