
JWA - PRO TOUR WAVE 2021 

JWA - WAVE チャレンジ ＠DAITO ONSEN 

 

イベント公示 

 

⋄名  称：JWA-WAVE チャレンジ＠DAITO ONSEN  

⋄開催日時：２０２１年１１月２７-２８日 

⋄開催場所：静岡県掛川市国安 2808-2（大東温泉 前） 

⋄主  催：日本ウインドサーフィン協会（JWA） 

⋄協  力：JWA Pro 選手/リッパークロススポーツ/リバティーリゾート大東温泉/windsurfing magazine 他 

 

1. イベント概要 

 

1.1 【WAVE チャレンジ C】 

波のあるコンディションにチャレンジしたい方、レスキュー体制を整え WAVE Tour で活躍している Pro

選手が波の中でのビーチスタートやウォータースタートをサポートします。 

1.2 【WAVE チャレンジ B】 

波に乗ってみたい！ジャンプしてみたい！初めての Wave Sailing を Pro 選手がサポートします。 

＊ビギナークラスぐらいの方まで 

1.3 【WAVE チャレンジ A】 

WAVE Tour で活躍している Pro 選手による WAVE＆JUMP クリニックやジャッジ体験 等 

1.4 海に出てクリニックを行えない状況になった場合、陸上でのクリニックとなります。 

 

2.参加資格 

2.1 100L 前後のボードに乗れ、両サイドでウォータースタートができる方 

2.2 中学生以下は保護者または保護者代理の方が帯同すること。 

2.3 自己及び第三者への賠償を補償できる保険に加入している者 

 

3.参加費 

3.1 JWA 会員  ・・・１日 ４０００円 ２日間 ６０００円 

3.2 JWA 会員以外・・・１日 ６０００円 ２日間 １００００円 

3.3 締め切り   ・・・２０２１年１１月２４日（水） 

3.4 支払方法    ・・・当日に会場でお受けいたします。お釣の出ないようにご準備お願いいたします。 

3.5 昼食     ・・・参加費とは別に５００円でお弁当を注文することができます。 

＊事前予約となり当日キャンセル不可 

 

4.エントリー方法 

 4.1 wave@jw-a.org 宛に下記 4.3 の内容をお送りください。 

4.2 参加申し込み用紙をご記入の上、当日受付に参加費と合わせお渡しください。 

mailto:wave@jw-a.org


 4.3   ⑴ 氏名 ふりがな 

⑵ 年齢 

⑶ 性別 

⑷ 住所 

⑸ 電話番号 

⑹ メールアドレス 

⑺ 所属 

⑻ 緊急連絡先 

⑼ 緊急連絡先の関係＋氏名 

⑽ 未成年者の方は保護者の同意（保護者氏名） 

⑾ 参加日 ｛例：11/28 １日｝ 

⑿ 参加ご希望のクラスを一つ選んで下さい。 WAVE チャレンジ「C・B・A」 

⒀ 昼食予約の有無 

 

5.スケジュール 

 １１月２７日（土） 09：30 受付開始 ＊テントにて受付 

           10：00 開会式 

           10：30 クリニック開始 

           12：30 昼食 

           13：30 クリニック開始 

           15：30 クリニック終了（レスキュー活動終了） 

 

１１月２８日（日） 09：00 受付開始 

           09：15 クリニック開始 

           12：00 昼食 

           13：00 クリニック開始 

           14：30 クリニック終了（レスキュー活動終了） 

           14：45 閉会式 

＊コンディションにより、スケジュールを変更することがあります。 

 

6.安全規定 

 6.1 ライフジャケットを着用すること。 

＊特に WAVE チャレンジ C クラスは必ず着用して海に入ってください。 

 

7.無人航空機 

   イベント映像を撮影するため、ビーチ～海上上空で無人航空機（ドローン）を飛行させることがあります。

操縦者は法令を遵守し、安全に飛行させるので、ご了承ください。 

 

8.責任の所在  

8.1 イベント参加者（運営関係者含む）は、個人の意思で参加し、18 歳未満の方は本人の意思と保護者の 

同意のもと参加します。 

8.2 事故や紛争は当事者本人達、又は当事者の代理人が解決しなければなりません。 



8.3 主催者団体・協力団体はイベントの前後、期間中に生じた、物理的損害、身体の怪我や障害、 

及び死亡事故などのいかなる責任も負いません。 

 

9.イベントエリア 

 

 

10.リバティーリゾート大東温泉（以下：大東）及びリッパークロススポーツ（以下：リッパー） 

利用方法について。 

 10.1 駐車場は海側の奥から詰めて駐車ください。他のお客さまも利用する場所なので、マナーを守りご利

用ください。 

 10.2 施設の水道利用にあたっては、リッパーに１日 500 円を先にお支払いください。 

    ＊水道ホースが１口の為、混雑することが考えられます。自己判断でご利用ください。 

10.3 お風呂代は参加費に含まれています。是非ご利用ください。 

 10.4 大東施設内にカフェ（カフェテリア）が併設されています。カフェでの昼食も推奨いたします。 

    大東温泉公式 HP https://daitoonsen.jp 

 

11.COVID-19 感染拡大予防ガイドライン 

   11.1 感染拡大への懸念が叫ばれている昨今の社会情勢の中での本大会開催という事で、関係者全員で 

安全にウィンド サーフィンを行える様々な仕組みを考え、これを尊守していく必要があります。 

従って、日本スポーツ協会、日本セーリング連盟および日本ウインドサーフィン協会の感染対策に従

う事は勿論、参加選手及び本大会に関わる全ての者は、これらの対策および本項を熟読熟知し、遵守

しなければなりません。  

11.2 以下の項目が一つでも当てはまる場合、本大会は大会前、大会中に関わらず中止とする 

可能性がある。  

・ 行政機関より中止勧告が出された。  

・ 大会開催中に COVID-19 と思われる症状を訴える選手が見つかった。  

・ 選手、役員が、COVID-19 感染者の濃厚接触者であると確認された。  

https://daitoonsen.jp/


・ 本大会の開催により、クラスターが発生し得る状況となった  

・ その他、社会的に開催が適切で無いと判断されうる場合。  

11.3 本大会期間中の選手の健康管理及び安全管理に基づく決定事項は、大会実行会が各種情報を 

収集した上で、セーリング連盟のガイドラインに従いながら全ての決定を行う。  

また、大会スタッフによって、感染対策の履行が正しく行われているか、また、諸問題が 

発生していないかが常に確認される。  

11.4 陸上では密になる事を避け、必ずマスクを着用する事。マスクは海上への出艇時直前まで着用し、 

浜へ帰着したら直ぐに着用しなければならない。尚、開催地の宿泊先、各種店舗、街中等の会場以外

でも、陸上にいる際はマスクの着用を義務付けとする。 

11.5 大会期間中、検温を実施する。発熱症状の有る選手は、レースへの出場が出来ない場合、地元保健所

等と相談の上、PCR 検査を実施して貰う事も有る。 

11.6 イベント終了後 2 週間以内に COVID-19 感染症を発症した場合は、速やかに実行委にその事実と濃

厚接触者の有無等について報告しなければならない。  

11.7 受付、出艇・帰着申告、開会式、閉会式は人と人との距離を保つようご協力お願いします。 

 

 

12.問い合わせ 

   イベントに関すること JWA ウェーブ委員会 wave@jw-a.org 

    会員登録などに関すること JWA 事務局 wind@jw-a.org  

   TEL：0467-33-6199 

   URL：https://jw-a.org/about/contact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jw-a.org/about/contact


WAVE チャレンジ＠DAITO ONSEN 

参加申し込み用紙 

 

1. 氏名/ふりがな                                            

 

2. 年齢     

 

3. 性別  男子・女子 〇で囲んでください 

 

4. 住所 〒                                                 

 

5. 電話番号                                 

 

6. 所属                                   

 

7. 緊急連絡先                                

 

8. 緊急連絡先方の氏名・関係                         

 

9. 参加クラス WAVE チャレンジ C ・ B ・ A        いずれか一つに〇を付けてください。 

 

10. 参加日（ 両日 ・ 11/27 ・ 11/28 ）           いずれか一つに〇を付けてください。 

 

11. 昼食の予約（1 食 500 円） しない・する（11/27 ・ 11/28）   ご希望する物に〇を付けてください。 

 

                                                                                                             

誓約書 

 

私は本イベントに参加を希望しイベント開催期間中の安全に対する判断配慮等について 

全て私個人が責任を持ち、私個人の生命、負傷及び携行品の破損・紛失は 

主催者・イベント関係者には一切責任を要求しません。 

また、イベント中に撮影された写真映像についての使用、転載の権限を主催者に与えることに同意いたしま

す。私は上記を理解し、ルールとマナーを守り、イベント規定に従うことを誓いサインいたします。 

 

 

                                           

氏  名                   2021 年  月  日 

                  

保護者名                印 2021 年  月  日 

＊18 歳未満の方は保護者の署名、捺印が必要 


