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中部地区予選
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静岡県選手選考レース
神奈川県選手選考シリーズ

＜ レース公示 ＞
大会名：

36th MIDCUP

2022

期日：

2022 年 6 月 19 日（日）

場所：

静岡県浜名湖 三ケ日青年の家（浜松市北区三ヶ日町都筑 523-1）

主催：

NPO 法人日本ウインドサーフィン協会（ＪＷＡ）

主管：

JWA コースレース委員会

協賛：

ＷＩＮＤＳ１７１

後援：

NPO 法人静岡県セーリング連盟

協力：

三ケ日青年の家

1.規則
1.1 2021-2024 セーリング競技規則（RRS）及び付則 B、及び各クラス規則
1.2 各規則と矛盾する場合は帆走指示書を優先する。
2.競技種目
2.1 競技種目 コース・レース
2.2 クラスと適用規則・規定
国体（男・女）
・・・ 国体ウィンドサーフィンクラスルール（伊勢湾 CUP 予選、国体選手選考）
テクノ 293（A17・U17／男・女）
・・・ テクノ 293 クラスルール（伊勢湾 CUP 予選、国体選手選考）
テクノ 293 プラス（男・女）
・・・ テクノ 293 プラスクラスルール
ウインドサーファー・・・ ウインドサーファー艇を使用
3.参加資格および申込み
3.1 2022 年度 JWA 会員である上記 2 項のクラスの選手。
3.2 本大会のレース公示に同意し、デジエントリーでの申し込み時の誓約書に同意できる選手。未成年の
方は保護者の同意も必要とする。
3.3 大会における写真、映像、氏名、所属がホームページや雑誌に掲載されることに同意できる選手。大
会映像を撮影するため、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することを優先します。
3.4 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。
3.5 参加意志のある選手は 4 項の方法で申し込むこと。
3.6 国体選考参加者は対象県のセーリング連盟にて出場資格を満たしていることを確認し、対象県の
セーリング連盟にも参加を届け出ること。当日の参加届出は認められない。
3.7 テクノクラスの参加制限
A17 ディビジョン（2005 年以前に生まれた者）
U17 ディビジョン（2006 年 1 月 1 日～2007 年 12 月 31 日に生まれた者）
3.8 感染防止の観点から、添付資料の「COVID19(新型コロナ)への感染対策」を遵守すること。

4.参加料・申込み方法
4.1 参加料
学生
5,000 円
一般（学生以外）
6,000 円
4.2 参加申し込みは、デジエントリーにて 5 月 25 日から受け付ける。
（http://dgent.jp/ 参照）
※コンビニ支払いを選択すると別途手数料が掛かります。複数の場合グループ申込が割安です。
通常エントリーを 2022 年 6 月 11 日（土）までのデジエントリー申し込み分とする。
レイトエントリーは 2,000 円加算とし、6 月 13 日（月）まで受け付ける。
大会前々日までに主催者側の判断で大会の開催を取り止めとする場合は、参加申し込みの代表者に通
知するとともに、参加料から手数料 550 円を引いた金額が返却される。それ以外のいかなる理由でも参
加料は返却されない。
5.日程
6 月 19 日（日）
8:20
レジストレーション
9:20
開会式・スキッパーズミーティング
10:25
第１レース予告信号予定時刻
引き続きレース
17:00
表彰式・閉会式（予定を早める場合あり）
6.艤装
6.1 セールナンバーをルールのとおり表記するものとし、これに違反した選手は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、本大会は DNC とされる。
6.2 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。重複した場合は
事前に事務局から変更を連絡します。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。
6.3 浮力ベストまたはジャケットの着用。曳航用シート携行（直径 3ｍｍ以上、長さ 5ｍ以上）。これらの
未着用、不携行は該当レースを DSQ とされる。
6.4 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.帆走指示書・レースコース・レースエリア
7.1 帆走指示書はスキッパーズミーティングまでに配信される。
7.2 レースコースは風上-風下コース 2 周または 1.5 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配信される。
7.3 おおよそのレースエリアを添付図に示す。
8.大会のレース数・成立・得点
8.1 4 レースを予定する。
各クラス共に１レースの完了により本大会は成立となる。
8.2 静岡県国体選手選考レースは 3 レースの完了により成立となる。
8.3 4 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。
9.表彰
各クラス 1～3 位（参加者数によりクラス統合や表彰数の変更をする場合があります）
10.賞
10.1 伊勢湾 CUP 予選対象クラスの順位上位者に伊勢湾 CUP 出場権を与える。
権利獲得人数は各クラスの参加数より決定する。
10.2 国体選手の決定は、対象となる各県セーリング連盟の「国体選手選考レース公示」による。
11.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。
12.問い合わせ先
申し込み内容の変更 永田 jcba_c_entry@yahoo.co.jp
大会全般 市川 090-4234-9901(18:00〜24:00)

■添付

「COVID19(新型コロナ)への感染対策」について

静岡県に緊急事態宣言、浜松市にまん延防止等重点措置が発出された場合、施設が休館となるため、
本大会は中止とします。4.2 項の通り参加料を返金します。
また、以下の項目が一つでも当てはまる場合、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参加者が見つかった。
・ 参加者が、COVID-19 感染者の濃厚接触者であると確認された。
・ 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。
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、大会実行委員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。
本大会に参加する全ての参加者は、本項で要求される内容全てを遵守しなければならず、これに違反
した参加者は下記に定めるペナルティを履行する事となる。
・ 本大会成績の抹消。
・ 本大会への出場停止。
・ JWA 関係大会への今後の出場停止。
・ その他、本大会実行委員会、および日本ウィンドサーフィン協会によって決められる処置。
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
・ 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
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
・ 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、陸
上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、街中等の大会会場
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。
・ 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、速やかに実行委員会にその事実と
濃厚接触者の有無等について報告しなければならない。
・ 受付時の体温測定と健康確認に応じること。発熱症状の有る選手はレースへの出場ができない。
・ 通告は LINE「OpenChat」の使用を予定する。各自で対応する端末を準備すること。
・ JWA より 72 時間以内に実施した PCR 検査、もしくは当日の抗原検査の陰性証明の提出が義務付けら
れる地域からの参加者は、受付時に陰性証明の提出が必要となり、証明できない場合は本大会への参
加が拒否される。大会側では検査キットは準備しないため、各自で受付前までに検査を実施してくだ
さい。

■添付

予定されるレースエリア

■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。
・駐車場は三ケ日青年の家ハーバー内を使用する。オープン 7 時 20 分
スペースに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。
・前日の 6 月 18 日（土）は休館のため、前日の練習や艇の搬入はできません。
前日練習される方は別の施設や海岸にて個人または所属先の責任において行ってください。
■参照資料
・セールナンバーについてのルールと解釈例について http://jw-a.org/sailno_assets/docs/1.pdf
・静岡県セーリング連盟 WEB サイト http://www.jsaf.or.jp/shizuoka/
・神奈川県セーリング連盟 WEB サイト http://www.kanagawa-sailing.org/
・大会場所（三ケ日青年の家）の参照 http://mikkabi-mfp.jp/custom3.html
・申し込み WEB サイト http://dgent.jp/
・JWA コロナ対応指針 検査義務付けについて https://jw-a.org/5303

