TECHNO 293 クラス

全日本選手権２０２０

TECHNO 293 Plus クラス

ジャパンカップ

＜ レース公示 ＞
期日

2020 年 10 月 17 日（土）、18 日（日）

場所

浜名湖大崎 ビーチスマリーナ

共同主催

同沖合 （静岡県浜松市北区三ヶ日町大崎 1013）

NPO 法人日本ウインドサーフィン協会（JWA）、NPO 法人静岡県セーリング連盟

公認

公益財団法人日本セーリング連盟 （承認番号 2020-16）

協賛

BIC Sport Japan

協力

ビーチスマリーナ

1.規則
1.1 2017－2020 ウインドサーフィン競技規則（WCR）及び各クラス規則、国内チャンピオンシップ規定
1.2 各規則と矛盾する場合は帆走指示書を優先する
2.広告
主催団体により選択され提供された広告を表示するよう要求することがある【DP】
3.競技種目・クラス
3.1 競技種目 コース・レース
3.2 クラス 以下の 8 クラス
テクノ 293 クラス A17（男・女）
、U17（男・女）
テクノ 293 Plus クラス Open（男・女）、U19（男・女）
4.参加資格
4.1 テクノ 293 クラス A17 ディビジョン
・2020 年度 JSAF 会員、及び 2020 年度 JWA 会員
・地区予選大会にて参加資格を取得した選手、または JWA 競技部が参加を認めた選手
感染症の影響で各地区予選が開催されない可能性も有る為、本年度は推薦枠を多めに設定します
・年齢 17 歳以上（大会開催年の 12 月 31 日現在の年齢を適応する）
4.2 テクノ 293 クラス U17 ディビジョン
・2020 年度 JSAF 会員、及び 2020 年度 JWA 会員
・JWA 強化育成委員会が参加を認めている選手
・年齢 17 歳未満（大会開催年の 12 月 31 日現在の年齢を適応する）
4.2 テクノ 293Plus クラス

Open、U19 ディビジョン

・2020 年度 JWA 会員
・U19 は年齢 19 歳未満、Open は年齢 19 歳以上（大会開催年の 12 月 31 日現在の年齢を適応する）
4.4 未成年者が参加する場合は、保護者が責任を持つことに同意していること（大会開催日の年齢）
4.5 自己及び第 3 者への賠償を補償できる保険に入っていること
4.6 感染防止の観点から、添付資料の「感染拡大の防止のために参加者が遵守すべき事項」に協力すること

5. 参加料・申し込み方法
5.1 参加料 10,000 円

レイトエントリーは一律 3,000 円加算

5.2 申し込みは PC や携帯からデジエントリーにて行うこと（http://dgent.jp/ 参照）検討中
通常エントリーの受け付けを 10 月 1 日（木）から 10 月 10 日（土）までとする。
レイトエントリーを 10 月 12 日（月）まで受け付ける。
主催者側の判断で大会前々日までに大会の開催を取り止めとする場合は、通知するとともに、参加料
から手数料 500 円を引いた金額を後日返却する。それ以外のいかなる理由でも参加料は返却されない。
6.日程
6.1

10 月 17 日（土）

9:00

受付

10:00

開会式・スキッパーズミーティング

11:25

第１レース予告信号予定時刻

引き続きレース
10 月 18 日（日）

8:20

受付

8:50

ブリーフィング

9:55

最初のレース予告信号予定時刻

引き続きレース
16:30

表彰式・閉会式（予定を早める場合あり）

6.2 最終日の予告信号は、14:55 までとする
但し大会が成立していない場合には、15:25 まで延長する場合がある
7.艤装
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 艇体、セール等のエキップメント類は、認可製造者によって張りつけられた固有のシリアル番号を、
判読できる状態にしておかなければならない。
【DP】
7.3 セールナンバーを「WCR 付則 G」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」のとお
り表記するものとし、これに違反した選手は、「WCR77」 のとおり大会に参加することができない。
レース中に表記違反が確認された場合、その大会は DNC とされる。セールナンバーは JWA 登録番号が優
先される。ハイフンの有無による区別はしない。特別な場合を除き、大会当日のセールナンバーの変更
は認められない。
7.4 ディヴィジョンの識別を、
クラスを示す印の上方のセール上に掲示すること。
最小の高さは 230mm とし、
各ディヴィジョンの掲示は以下とする。
【DP】
U17（女） 赤色菱形
U17（男） 黒色菱形
A17（女） 赤色菱形

これは「テクノ 293 クラスルール C9.2(b)」を変更している

A17（男）及び Plus クラス Open(男・女)、U19（男・女） なし
7.5 海上では常に適切な救命胴衣（ライフジャケット）を着用すること。 ウェットスーツおよびドライ
スーツは適切な救命胴衣とは見なされない。もし、救命胴衣の浮力装置が膨張式のものであれば、海上
では常に膨張させた状態で着用すること。これは「WCR40」を変更している。
7.6 海上では常に曳航用シート（直径 3ｍｍ以上、長さ 5ｍ以上）を携行すること。
【DP】
8.帆走指示書
帆走指示書は、スキッパーズミーティングまでにノーティスボードに掲示及び配信する。

9.レースコース・レース方式
9.1 レースコースは、風上-風下コース 2 周を予定する。詳細なレースコースは、スキッパーズミーティン
グまでにノーティスボードに掲示する。
9.2 以下の 3 グループに分けてレースを行う。但し、10 艇に満たないグループは他のグループと統合する場
合がある。同一コースにてグループ毎に時間差でのスタートを予定する。
A) テクノ 293 クラス A17（男）、U17（男）
B) テクノ 293 クラス A17（女）、U17（女)
C) テクノ 293Plus クラス Open(男・女)、U19(男・女)
9.3 おおよそのレースエリアを添付図に示す。
10.レース数・大会の成立・得点
10.1 1 日の最大レース数を 4 レースとし、2 日間で最大 7 レースを予定する。
10.2 1 レースの完了により本大会は成立となる。
10.3 5 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。
10.4 得点の集計方法は、
「テクノ 293 国内チャンピオンシップ規定 9」を用いる。
11.表彰
各クラス 1～3 位。参加者数により表彰数の変更をする場合があります。
12.責任
本大会の競技者は自分自身の責任において参加するものとする。主催団体及び全ての関係団体と関係者は
本大会の前後、期間中に生じた物理的損害または身体的障害もしくは死亡によるいかなる責任も負わない。
13.肖像権
本大会の競技者は本大会に参加することにより大会期間中の競技者に関する動画、写真等の映像について
その競技者に予告なく主催団体の判断で使用する権利を主催団体に与えるものとする。
14.支援艇
本大会では支援艇の受け入れは行わない。これは「テクノ 293 国内チャンピオンシップ規定 10.2」を
変更している。
15.問い合わせ先
・大会全般 090-4234-9901(18:00〜24:00) 市川
・申し込み内容の変更

E-mail：jcba_c_entry<at>yahoo.co.jp

※<at>を@に変更、以降も同様

・参加資格 E-mail：wind<at>jw-a.org
16.大会の取り止め
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、行政や各機関（学校・競技団体）から県を跨いだ移動が
制限された場合やイベント開催の自粛要請を受けた場合
・台風等の気象状況により安全な大会の開催が困難であると大会前々日までに主催者が判断した場合
・地区予選大会が全て中止となった場合
・テクノ 293 クラスにおいて、参加者が 5 名を超えるクラスがない場合

■添付 1 感染拡大の防止のために参加者（選手・スタッフ・支援者）が遵守すべき事項
1）以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること
大会当日に書面で確認を行います
ア 体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）
イ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
ウ 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航
又は当該在住者との濃厚接触がある場合
2）他の参加者との距離を確保すること
（できるだけ 2ｍ以上／介助や救護等の緊急対応を行う場合を除く）
3）こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒の実施
4）マスクを持参すること
（他者と 2ｍ以上の間隔を確保できない際や、会話をする際はマスクを着用すること）
5）大会開催中は大きな声での会話、応援等をしないこと
6) 食べ物や飲み物を分けあわないこと
7）感染防止対策が不十分な場所での会食や大人数での会食は控えること
8）感染拡大防止のために主催者が決めたその他の措置を遵守し、主催者の指示に従うこと
9）大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速やかに
濃厚接触者の有無等について報告すること
10）レース公示 6 項の受付は書面の提出にて行います。当日の参加表明と健康確認を兼ね、両日提出
していただきます。
11) スキッパーズミーティング及びブリーフィングの参加はチームの代表者のみとします。
※上記は開催地までの移動中や宿泊先も含まれます。
※今後の感染症の状況により変更する場合があります。

■添付 2 テクノ 293 クラス A17、U17 の JWA 推薦枠による参加について
JWA 事務局(E-mail：wind<at>jw-a.org)に連絡し推薦を得たのち参加申し込みをすること。
できるだけチームでまとめて申請してください。
推薦申請の期間 9 月 14 日（月）から 28 日（月）
参加可否の回答日 10 月 1 日（木）予定
件名：テクノ全日本の推薦（チーム名または氏名）
内容：氏名／年齢／性別／所属／参加クラス／競技歴（年数）／戦歴（大会名・順位）
※戦歴の目安は、全国レベルの大会（テクノ全日本、インカレ、国体、伊勢湾カップ

等）の

出場歴や競技レベル参加制限のない大会で上位 50%以上の成績
※推薦枠数は地区予選の開催状況により変わるため、戦歴の目安を満たしても推薦を得られ
ない場合があります。

■添付 3 予定されるレースエリア

大会本部

予定されるレースエリア

■添付 4 テクノ 293Plus クラスのチャーター艇について
本大会では Plus クラス参加者に、チャーター艇を先着で 8 艇ご用意します。
希望されるた方は、下記に連絡し条件を確認してください。
尚、大会が中止になっても貸し出し後のチャーター料金の返却はできません。
受け渡し場所：取り扱いショップ等で事前受け渡し、要相談
チャーター料金：25,000 円
期間：9 月 12 日〜10 月 25 日 の間で希望する期間
連絡先：BIC SportJapan(E-mail：info<at>bicsportjapan.com TEL：0466-30-1979)
担当

内海様

■注意事項
・当日不参加の場合はできるだけ連絡をお願いします。
・海岸はカキ殻が多く、足を切ることがある為、ブーツ着用をお勧めします。
・駐車場はビーチスマリーナ専用駐車場を使用すること。オープン午前７時００分
駐車場には限りがあるため必ずスタッフの指示に従い駐車してください。
セールのセッティングは駐車場で行わないこと。海岸にて行ってください。
■参照資料
・テクノ 293 クラスルール

http://www.techno293.net/

・セールナンバーについてのルールと解釈例について
・大会場所の参照

http://jw-a.org/sailno_assets/docs/1.pdf

http://www.beachsmarina.com/

・申し込み WEB サイト http://dgent.jp/
・JSAF 会員（大学生）の 2020 年度 JSAF 年会費の免除について https://www.jsaf.or.jp/hp/

