2020 年８月吉日

2020 年度東日本 420 級選手権大会
共同主催 ： 日本 420 協会 宮城県セーリング連盟
期

間 ： 2020 年 10 月 23 日（金）～10 月 25 日（日）

会

場 ： 宮城県名取市閖上ヨットハーバー

レース公示
１ 規則
1.1 本大会は「セーリング競技規則 2017-2020」
（以下「規則」という）に定義された規則を適用する。
但し，これらの規則のうち帆走指示書で変更された規則は除く。
1.2 規則 42 条違反に対し，付則 P が適用される。
1.3 付則 T が適用される。
1.4 [DP]は，プロテスト委員会の裁量によりペナルティーを失格より軽減することができることを意味する。
1.5 [SP]は，レース委員会が審問なしに標準ペナルティーを失格より軽減することができることを意味する。
1.6 [NP]は，この規則の違反は艇による抗議の根拠とはならないことを意味する。これは規則 60.1(a)
を変更している。

２ 競技種目
国際 420 級 ： オープン 420 クラス レディース 420 クラス

３ レース・エリア
宮城県名取市閖上ヨットハーバー沖合

４ 競技日程
4.1 受付

10 月 23 日（金）16:00～17:00

閖上ヨットハーバー２F 研修室

10 月 24 日（土）07:30～08:30

閖上ヨットハーバー２F 研修室

4.2 開会式・閉会式 ＊ 実施方法は改めて公示する。
開会式

10 月 24 日（土）08:30

閖上ヨットハーバー南側

閉会式

10 月 25 日（日）16:00

閖上ヨットハーバー南側

4.3 ブリーフィング ＊ 実施方法は改めて公示する。
10 月 24 日は開会式後，25 日は 8:00 よりブリーフィングを行う。
4.4 レース日程及びフリート分け

10 月 24 日（土）

9:55

その日最初に行われるクラスの予告信号予定時刻
引き続きレースを実施する

10 月 25 日(日)

9:25

その日最初に行われるクラスの予告信号予定時刻
引き続きレースを実施する

14:00

この時刻を越える予告信号は発せられない

4.5 本レガッタは最大 6 レースとする。
4.6 参加艇数によりフリート分けを行う場合がある。

５ 参加資格
5.1 2020 年度（公財）日本セーリング連盟の会員登録済みの者。
5.2 2020 年度各クラスの協会会員登録済みの者。
5.3 参加申込みを完了した者。
5.4 420 級において参加者が未成年の場合には，親権者の承諾を得ている者。

６ 帆走指示書
10 月 10 日（土）までに，宮城県セーリング連盟 HP，日本 420 協会 HP に公開する。帆走指示書は
配布しない。

７ 東日本 420 級選手権大会（420 級）の参加申込および参加料
7.1 申込期限

2020 年 9 月 23 日(水)～2020 年 10 月 9 日（金）まで

(a) 上記日までに，別添の参加申込書をレース公示 7.4 にメールにて申し込むこと。その際，種目
〔オープン・レディース〕の別を示すこと。
(b) 未成年者の参加には，別添の親権者同意書をＰＤＦにしてメールか、郵送にて期日までに
送付の上、書面を大会受付時に提出すること。

7.2 参加料
9,000 円／1 艇
振込期限：10 月 9 日（金）まで
(a) 参加料には，10 月 23 日～25 日のハーバー利用料が含まれる。
(b) レイトエントリーは 11,000 円／1 艇とする。
(c) 納入した参加料は，レース参加取り消し等の理由においては返金しない。ただし，公示８の
理由で大会が延期または中止となった場合は，参加料から必要経費を差し引いた金額を返金
する。
7.3 参加料の支払いは銀行振込で受け付ける。
銀行振込方法 〈参加料送金先〉送金手数料は参加者が負担すること。

金融機関 【北日本銀行】
支店名

【塩釜支店（店番０４５）】

口座番号 【普通 ７００８８８４】
口座名義 【宮城県セーリング連盟 伊藤 嘉宣】
（ミヤギケンセーリングレンメイ イトウ ヨシノリ）
※1艇分振込み

EとSail No.とスキッパー名をご入力ください。
例：E54648 ﾖﾝﾆｰﾀﾛｳ

※複数艇分一括振込 Aと艇数と団体名をご入力ください。
例：A3〇〇〇高校（3艇参加の場合）
7.4 問い合わせ先
日本 420 協会 伊藤嘉宣

〒985-0056 宮城県塩釜市泉ヶ岡 10-1
E-mail ： ito-yo849@td.myswan.ed.jp
TEL

： 090-1065-3136

８ 大会中止の条件
大会を延期または中止とする場合がある。
(a) 天災により施設等の利用ができない場合
(b) 新型コロナウィルス等の感染症により，行政機関から大会中止または延期に該当する内容の
自粛が求められた場合

９ 計測［NP］
［DP］
9.1 規則 78 およびセーリング装備規則 A.2 に留意し，計測証明書を持参すること。
9.2 受付時に計測証明書を提示すること。
9.3 原則として艇，セール，装備の計測は実施しないが，大会期間中に陸上、海上を問わず計測を実施
することがある。

10 コース
ウィンド・ワード／リーワード・コース（ソーセージコース）またはトラぺゾイド・コースのいず
れかとする。

11 得点
11.1 大会が成立するためには，１レースを完了することを必要とする。
11.2 (a) 5 レース未満しか完了しなかった場合，艇のシリーズの得点はレース得点の合計とする。
(b) 5 レース以上完了した場合，艇のシリーズの得点は，最も悪い得点を除外したレース得点の合
計とする。これは付則Ａ２を変更している。

12 賞
東日本420級選手権
(a) オープン1位～3位には賞を授与する。
(b) レディース1位(参加数3艇以上)，2～3位については参加艇数に応じて賞を授与する。

13 支援艇［NP］
［DP］
13.1 支援艇を持ち込む場合は，参加申込書の該当箇所に記載すること。
13.2 支援艇はレース委員会が準備する「ピンク色」旗を海上において掲揚しなければならない。

14 無線通信［DP］
緊急の場合を除き，レース中の艇は，音声やデータを送信してはならず、かつ、すべての艇が利用
できない音声やデータ通信を受信してはならない。またこの制限は，携帯電話・タブレット端末に
も適用される。

15 安全対策［NP］
［DP］
競技者は，海上においては適正な浮力を有するライフジャケットを着用しなければならない。

16 責任の否認
競技者は完全に自らのリスクで大会に参加する。規則 4「レースをすることの決定」を参照。主催団
体は，大会の前後，期間中に生じた物理的損害または身体障害若しくは死亡によるいかなる責任も
負わない。

17 保険［NP］
競技者は，有効な傷害保険と賠償保険に加入していなければならない。

18 感染症等に対する予防について
18.1 感染拡大予防ガイドライン（仮称）を帆走指示書公開時に提示する。選手,監督,コーチ等はこれ
を遵守しなければならない。
［NP］
18.2 「感染症防止のためチェックシート」（仮称）は、当日最初の出艇申告時までに毎日提出しなけれ
ばならない。［NP］
［DP］
東日本 420 級選手権大会 追加事項
Ａ）本大会は，日本 420 協会が「2021 年国際 420 級世界選手権・ヨーロッパ選手権日本代表チーム選考
方針（後日日本 420 協会ＨＰに公開）
」に定める条件に合致した場合，2021 年 420 級世界選手権選
考大会として扱われます。参加艇数が 14 艇以下，あるいはレース回数が 2 以下の場合は選考対象大
会とはなりません。

Ｂ) 本大会は，日本 420 協会が「日本ランキング作成要項（後日日本 420 協会ＨＰに公開）」に定める条
件に合致した場合，420 級のランキング大会として扱われます。
Ｃ）チャーター艇を希望する場合は，事前に 7.4 の問合せ先へメールにて問い合わせてください。
注意事項

１．チャーター艇には数に限りがあります。申込受付順に受付をおこないます
が，遠方からの参加チームや世界選手権への参加意思があるチームを優先さ
せて頂く場合がありますのでご了承ください。
２．チャーター艇には，メインシート，ジブシート，スピンシート，雑ロープ，
セール，ラフワイヤー、スピンポールは含まれません。
３．チャーター艇は利用期間終了後，原状復帰で返却願います。
４．料金は大会期間中 1 艇／10,000 円です。受付時にお支払いください。

Ｄ）宿泊は斡旋しない。宿泊・昼食は各自手配してください。
Ｅ）10 月 23 日以前および 10 月 25 日以降のハーバー利用料は，各自の負担になります。
・高校生利用料： 艇 300 円／1 艇／1 日，レスキューボート 150 円／1 艇／1 日
・申請や支払い方法等，高校生以外のチームについては別途指定します。
日本 420 協会ＨＰ

http://www.japan420sailing.org/

