
       

琵琶湖プリンスレース 2022 

********** レース公示 ********** 

・大会名：琵琶湖プリンスレース 2022  

・共同主催：かんとりーはーばー・日本ウィンドサーフィン協会 

・期日 ：2022 年 9 月 3 日～4 日 ・場所 ：近江八幡市 佐波江町沖 

・協力 ：アルコインターナショナル株式会社、西村運輸倉庫株式会社、株式会社ライテ

ック、Tahe Outdoors Japan、JUBF 関西支部、 

           

1.開催趣旨 

このレースを通じて、現役選手、OB･OG 選手各々の親交を深めると共に、ギャ

ラリーを含め参加者全員が、ウインドサーフィンの楽しさを共有する。 

参加者全員でコロナ感染防止に努め、マリンスポーツの健全性を高める。 

 

2. 規則 

1.1 2021-2024 国際セーリング競技規則（以下 RRS）、付則 B およびテクノ 293 のクラ

スルール及び テクノ国内 U15 クラスルールに定義された規則。 

1.2  帆走指示書と各規則が矛盾する場合、帆走指示書を優先する。 

    

3. 競技種目 ①テクノ 293 クラス（7.8m2 ディビジョン）          

※ 大学 1 年～4 年生 男子 及び、女子（参加者に応じてクラス分けを行う）  

13 歳以上の中・高校生 男子 及び 女子 

②テクノプラスサーキット 2020 クラス （8.5m2 使用・サーキット戦） 

  ※学生 OB・OG 及び、一般セイラー          

※道具は、持ち込み可  （エントリー時に、必ず申告して下さい。） 

※無料貸出艇も有ります。（エントリー時に、必ず申告して下さい。） 

※エントリー数により、トーナメント制になる場合有り。 

（トーナメント制とは、抽選により選手を振り分け、テクノ 293 クラス 

と同時スタートし 上位選手が次のレースに臨む、勝ち上がり方式である。 

予選・決勝を繰り返し、順位を確定する。同点の場合は、帆走指示書に 

よるものとする。）  

※帆走指示書は、各選手に配布しない。レース当日に掲示のみ行う。 



※ 新設クラス 

③TechnoFoil クラス（テクノ 7.8~8.5m2・ＴＷＦ130 ボード 使用） 

※学生 OB・OG 及び、一般セイラー 注；Foil 経験者に限る。 

※無料貸出艇（Foil 含む）にてトーナメント戦を行う。 

（自艇をお持ちの方は、エントリー時に必ず申告して下さい。） 

※定員 8〜12 名 （参加者数により、トーナメント方式とする。） 

※他艇での参加はできません。 

 

4. 参加資格 

4.1 ウインドサーフィンを愛し、レースを楽しもうとする者。 

4.2 浮力体の用意をしている選手。 

4.3 未成年者が参加する場合は、保護者が責任をもつ事に同意をしている者。 

4.4 本大会の趣旨を理解し、賛同する者。また、大会運営に従える者。 

 

5. 参加方法および参加費  

   参加する氏名、大学名、セイルナンバー、学年を記入のうえ、大学単位で下記アド

レスへ送信してください。 （エクセルファイルを使用し、メールに添付するこ

と）  ※書面での提出は不要です。  

   ※テクノ 293 クラス（8.5m2 ディビジョン）の貸し出し艇は、セイルナンバーを

用意します。 

 

エントリー締め切り 8 月 27 日（土）必着 

   エントリー費 ： 7.8m2・8.5m2・Foil クラス 6,000 円 

（8.5・Foil ダブルエントリーは、8,000 円） 

※イベントのみ参加 2,000 円 

                   ※エントリー費は、当日９月３日(土)のレジストレーションの時、 

各大学毎・又は個人で払ってください。 

※ 8 月 2７日以降のキャンセル分は、支払いが発生します。 

 

6. 日程  9 月 3 日（土） レジストレーション          8：00～9：00  

              開会式・スキッパーズミーティング   9：00～ 

              最初のレースの予告信号        10：00～               

              イベント企画             17：00～ 

9 月 4 日（日）  最初の予告信号予定時刻        9：25〜 

              表彰 閉会式             17：00（予定） 



7. エキップメント 

7.1 事前計測、大会期間中に計測を実施する場合がある。事前計測を行う場合、大会初日

のレジストレーション時に行う。 

7.2 ボード・セール類のスペックは、テクノ 293 クラス-A17DIV. 及び テクノ国内 U15 

クラス（TN 各クラス）に準ずるものとする。 

   ※テクノプラス クラス（8.5m2 ディビジョン・TWF クラス）は、無料貸出艇あ

ります。 

7.3 各自セールナンバーを、ルール通りに貼っておかなければならない。またルール通り

にナンバーを貼らずに、フィニッシュ時に順位を読まれない場合は救済の対象とはな

らない。 

 

8. 帆走指示書  当日のスキーパーズミーティングまでにノーティスボードに掲示され

る。 

 

9. レースエリア・レース・コース ギャラリーに近く、臨場感を共有するため、かんとり

ーはーばー前の浜の近くにスタート地点を設ける。帆走すべきコースは、当日の公式

掲示板に示される。 

   

10.得点 

10.1 最大 8 レース、1 レースの完了により本大会は成立となる。 

10.2 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。 

 

11.賞 7.8m2 クラス：各学年 1 位～3 位 とは別に、総合 1 位～6 位まで表彰 

    ※女子選手の参加人数により、個別表彰を行う。 

    ※U15・U 17 参加人数により個別表彰を行う。 

8.5m2 クラス：総合 1 位～4 位 

    TWF クラス：総合 1 位〜3 位 

    ※協力各社より、多数協賛品の提供予定です。 

 

12.責任 各選手は自己の責任において大会に参加するものとする。 

コロナ感染防止に努め、来場時、開会式・イベント開催時等は、マスクを着用

し、体調の悪い者は速やかに申し出る。体調が万全でない場合は参加しない。 

主催団体、実行委員会、または、この大会に関わる全ての関係者は、競技者の

大会前大会中、大会後の死亡、怪我、病気または、その他の物質的な損害につい

ての責任を負わない。 

 



13.COVID19(新型コロナ)への感染対策について  

13.1.  全国のいずれかの都道府県に「緊急事態宣言」が発令されている期間中,または

滋賀県に「まん延防止等重点措置」が発令された場合、参加者と運営スタッフの

全員に、開催日より 72 時間以内の PCR 検査もしくは抗原検査を義務付ける。PCR

検査もしくは抗原検査の陰性証明ができない場合は、競技会への参加はできな

い。※上記以外は、PCR 検査等は必要としない。 

  

13.2.  大会中止の可能性 本大会は、以下の項目が一つでも当てはまる場合、中止とす

る可能性がある。また、レースが 1 レースでも成立した後での中止は、予備日な

どの行使をせず、中止の決定をもって大会終了とする。 

・行政機関により中止勧告が出された ・大会期間中に COVID-19 と思われる症状

を訴える選手が見つかった ・参加選手が国内の COVID-19 感染者の濃厚接触者で

あると発覚した ・本大会の開催によってクラスターが発生し得る状況になっ

た ・その他、社会的に開催が適切でないと判断され得る場合  

 

13.3.  大会実行委員会の責任 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、大会実行委員長が各大学のキャプテンと連携して情報を収集した上

で、JSAF 作成のガイドライン 「セーリング競技に関わる大会等再開時のガイド

ライン」に厳格に従いながら大会実行委員長が全ての決定を行い、その責任を負

う。 

 

13.4.  参加資格に記載の通り、各大学の参加可否については、各大学が公式に発表して

いる基準に全選手が従っている前提とする。よって、公式に 発表された活動基

準を無視し、本大会に出場して何らかの問題へとつながった場合には、大会主催

者（かんとりーはーばー）は一切の責任を負わない。また、本大会では、かんと

りーはーばー（以下、主催者）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。本公示に記載の内容に

反していると主催者に判断された場合には、事項で説明されるペナルティを履行

させる。  

 

13.4.  感染防止に対する規則違反のペナルティについて 本項で要求される内容全てを

大会に出場する選手は遵守しなければならず、これに違反した選手あるいは大学

は主催者の定めるペナルティを履行する。具体的には、大会の成績及び出場登録

を抹消し、即刻帰宅を命じる場合がある。 

 

 



13.5.  大会前日の積み下ろし及び練習について 各大学の積み下ろし、全選手の出艇時

間、及び帰着時間を事前に管理し、海岸での 3 密防止に 取り組む。  

 

13.6.  大会当日 感染防止策として、会場の数カ所にアルコール消毒液を設置する。ま

た、更衣室やトイレで の 3 密防止のため、着替えなどは自宅等で済ませた状態

で会場に向かうことが望ましい。また、陸上では必ずマスクを着用すること。マ

スクを外して良いのは、出艇申告を済ませてからとし、レース後、帰着申告が終

わったら速やかにマスクを着用すること。大会当日の参加費の徴収は、大学毎の

代表者で行う。参加者は、通過方式のレジストレーションで体温を計測し、担当

者に体温等を申告すること。出艇帰着申告は、追加方式で検温も同時に行う。公

示など全ての連絡事項は、LINE など のオンラインツールを用い、各大学のキャ

プテンを通じて連絡する。簡易な開閉会式、スキッパー ズミーティング、帆走

指示書を掲示する。質問があれば大会実行委員長にキャプテンを通じて連絡し、

返答は全体にオンラインで共有する。その他、何かあった場合は SNS または電話

などで連絡する。原則として大会本部及びその周辺への選手の立ち入りは禁止す

る。 

14.使用水域図 

 

 



 

15.申し込み / 問い合わせ先 

メールエントリー先       windsurf6565@yahoo.co.jp 

エントリー用紙 提出先  

〒523-0076   滋賀県 近江八幡市 佐波江町 472-1 

         ウインドサーフィン プロショップ  かんとりーはーばー 

大会実行委員長 板庇雄馬 

問い合わせ TEL：0748-36-6565  

 

エントリー用紙 

大学名：          大学 

 

         エントリー費 6,000 円×     人＝          円 

氏名（ふりが

な） 

学

年 

セイルＮ

o. 

住  所 BBQ 参加 ○or

✕ 

     

     

     

     

     

     

     

     

＜誓約書＞  

以下の者は、大会期間中の事故に関しては個人の責任であり、主催者に一切の迷惑を掛け

ないことを誓います。（未成年は保護者の署名・捺印が必要） 

 

氏名           印        氏名           印 

 保護者           印       保護者           印 

 

氏名           印        氏名           印 

 保護者           印       保護者           印 

 

※ 同内容を、必ず エクセル形式にて、メールにて送信してください。 

（受付確認の返信メールを確認してください。郵送は不要です） 

   windsurf6565@yahoo.co.jp 

mailto:windsurf6565@yahoo.co.jp
mailto:windsurf6565@yahoo.co.jp

