
 
第1回HIKARI MARINE CUP

兼　2022年度JWA TECHNO293ジュニア・ユース全日本選手権
（第8回　TECHNO293全日本小学校高学年・中学年選手権）

（第11回　TECHNO293全日本中学校選手権）
（第11回　TECHNO293全日本高等学校選手権）

（第4回　TECHNO293プラス全日本高等学校選手権）

期　　間：2022年8月19日（金）から8月21日（日）
開催場所：山口県スポーツ交流村及び室積海岸沖 
共同主催：公益財団法人山口県体育協会・公益財団法人山口県ひとづくり財団

一般社団法人山口県セーリング連盟・光市・光市教育委員会
日本ウインドサーフィン協会

公　　認：公益財団法人日本セーリング連盟（申請中）
後　　援：山口県・光市体育協会
協　　賛：ウィンドアベニュー・ヤシママリンサービス・SAIL FAST
協　　力：B&G光スポーツ交流村海洋クラブ

レース公示

1. 規則
1.1 2021-2024セーリング競技規則（以下RRSとする）に定義された規則及び　「国際テクノ293ク

ラス規則(International Techno 293 Class Rules)」及び「国際テクノ293 プラス規則
（International Techno 293 Plus Class Rules)）を適用する。

1.2 規則87に基づき国際TECHNO293クラス規則をレース公示4.4の通り変更する。

2. 広告
主催者広告を予定しており、受付時までに大会広告の要求があった場合、期間中、提示しなけれ
ばならない。

3. 競技種目及びクラス
TECHNO293クラス　ジュニア・ユース全日本選手権、オープンクラス
　＊セイルサイズ、識別などについては添付2『ルール変更、適用』に定める。
レーザー4.7クラス、ラジアルクラス
420クラス　　

　　　
4. 参加資格
4.1 2022年度日本セーリング連盟会員の者。
4.2 TECHNO293ジュニア・ユース全日本選手権は、2022年度日本ウインドサーフィン協会会員の

者。
4.3 4.1および4.2については日本国籍者のみに適用する。
4.4 TECHNO293ジュニア・ユース全日本選手権各クラスの参加資格は添付２に定める。
4.5　　TECHNO293オープンクラスは、大学生以上の自艇参加が可能な者。
4.6　　レーザークラスは、小学生以上の自艇参加が可能な者。
4.7　　420クラスは、中学生以上の自艇参加が可能な者



 
. 参加申込
5.1   大会ホームページ https://hikarimarinecup.kouryumura.net にてオンラインエントリーを行い、下記

口座に参加料を振り込むこと。
5.2 　参加申込締切日は、2022年8月8日（月）とする。
　　※選手以外の来場者（監督、引率者等）もオンラインエントリーを行うこと。

5.3 　振込先：山口銀行 　光井出張所 　普通 ５０１８８１０
　　　　　　　HIKARI MARINE CUP実行委員会
　　　　※複数チームでまとめて振り込む場合は、必ずメールで報告すること。
　　　振込期限：2022年8月12日（金）

6. 参加料
6.1 TECHNO293全日本ジュニア・ユース選手権

小学生  \8000　　　　中学生・高校生　　￥10,000
TECHNO293オープンクラス　　　       　　　　\6,000
レーザークラス　　　　　　　　　　       　　　\3,000

 420クラス　　　　　　　　　　　　　　　       \4,000

7. 競技日程
7.1 8月19日（金） 10:00～13:00 大会受付、大会計測　（計測最終受付 12:00）
                       13:00          オープニングセレモニー
　　　　　　　　　　　 13:20　　　　　競技説明会
　　　　　　　　　　　 14:30　　　　　最初のクラスの予告信号

引き続きレースを行う
　　 8月20日（土）  ９:30　　 その日の最初のクラスの予告信号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　引き続きレースを行う
　　　　　　　　　　　 17:30～18:30　オリンピアンによる講習会（~18:30）

8月21日（日）  ９:30　　　　その日の最初のクラスの予告信号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　引き続きレースを行う

但し14:30をすぎて予告信号が発せられることはない。
　　 　16:00　　　　 表彰式・閉会式
7.2 TECHNO293全日本ジュニア・ユース選手権については、大会計測を実施する。参加艇は受付時

用紙を受け取り計測すること。
7.3 大会は最大9レースを予定する。
7.4 大会期間中、陸上や海上でインスペクションを行うことがある。

8. 帆走指示書
大会受付時に配布する。

9. 開催地
山口県スポーツ交流村及び室積海岸沖 

10. コース
10.1 帆走するコースは帆走指示書にて詳細を示す。

11. 得点
11.1　 シリーズの成立には1レースを完了することが必要である。



 
11.2  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。

5レース以上完了した場合は、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
合計とする。

12. 安全
海上では常に適当な救命胴衣（ライフジャケット）を着用しなければならない。ウェット ス-

ツおよびドライスーツは、適当な個人用浮力体と見なさない。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しなければならない。 これは規
則40を変更している。

13. 支援艇
13.1　支援艇はレスキューボートとみなされ、以下の条件を満たす場合のみ使用を許可する。
　　　a) 参加申し込み時にオンラインエントリーにて登録を行うこと。
　　　　 申請、許可なき艇の出艇、および定員の半数を超える乗艇は認められない。
　　　b) 常時はサポートボートとして航行範囲の制限を守り、レース委員会からレスキューボー 　
トとしての要請があれば、いつでもこれに応じること。この要請があった場合のみ制限

範囲内への進入を認める。
　　　c) ハーバー使用料支払いは、受付時に行うこと。
　　　d) 支援艇は、ヨットモータボート保険（対人対物賠償責任保険及び搭乗者傷害保険）に加 　
入しなければならない。
13.2　運行についてレース委員会の指示に従わなかった場合は、運行の停止を命じることがある。
13.3 海上でレース委員会から支援艇への支援要請は運営艇に『ピンク色』旗を掲揚して通告する。

14. 賞
14.1 各クラス上位入賞者には賞が授与される。

15. 免責及び保険
15.1　 本大会に参加する選手は自己の責任おいてレースに参加するものとする。規則4参照
15.2　 本大会の主催団体等は、本大会の前後および期間中に発生した人的事故（傷害・死亡
等） ならびに物的事故（損傷・盗難等）について、その責任を一切負わないものとする。

16. 大会事務局
HIKARI MARINE CUP実行委員会　山口県光市光井2-19-2　山口県スポーツ交流村内
TEL：0833-71-1144　Eメール:hikarimarinecup（at）kouryumura.net 

　　　　　　　　　　　　　　　　　※送信時は（at）を＠に変更して送信してください。
　　　 　　　　　　山口県セーリング連盟事務局　中村光恵　　090-9737-4789



 
その他の情報
１　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策

１）2週間前からの健康チェックを行います。
来場される方（選手・監督・引率者・役員）は、オンラインエントリーを行ったうえで、
健康チェックシートの提出をお願いします。大会ホームページhttps://
hikarimarinecup.kouryumura.netから提出してください。当日までにURL及びQRコードで
対応できない方は、受付時に添付の「2週間前までの健康チェックシート」を提出してく
ださい。

　２）入場時に健康チェックを受けてください。
毎日の入場時に、検温チェックを受け「当日の健康チェックシート」を提出してくださ
い。

　３）入場時の検温で37度5分以上あった場合は、参加をお断りさせていただきます。
　４）海上活動以外ではマスクの着用をお願いします。
　５）大会後2週間以内に新型コロナウィルス感染症を発症した場合は、速やかに大会事務局まで

ご連絡ください。
　６）セーリングレースおよびセーリング操船体験参加者の新型コロナウイルス感染者等の対応

方針については、別紙１のとおりとします。
　７）山口県アウトドア体験キャラバンについては、当日受付に用意してある健康チェックシー

トを提出してください。当日、発熱や風邪症状等があって体調不良の方は、参加をお断り
させていただきます。

2　弁当（昼食）の申し込み
　　１）全ての来場者の弁当を受け付けますので、エントリー時にオンラインで申し込んでくださ
い。
　　２）1食6００円（税込）です。代金は、受付時にお支払いください。
　　３）申し込みの変更および取り消しは、３日前まで受け付けます。

３　スポーツ交流村宿泊施設の申し込み
　　１）大会ホームページの「宿泊申込」から団体ごとにオンラインで申し込んでください。
　　２）エントリーが完了した方を優先に１６室まで受け付けます。
　　３）高校生までの選手については引率者（成人以上の一般選手を含む）の宿泊が必要です。

４）宿泊料（2泊3日）　※料金はすべて税込みです。
　　　　　　　　19歳以上　3,500円　　19歳未満　250円
　　　　食事代　朝食　506円/1食　　夕食　1034円/1食

宿泊料と食事代を合わせた金額を受付でお支払いください。
５）申し込みの変更および取り消しは、３日前まで受け付けます。
６）スポーツ交流村は公共の合宿施設ですので、宿泊される方は以下の注意点に留意し、ルー

ル
順守でご使用ください。ご協力のほどよろしくお願いします。
＊初日の入室の際、全宿泊者を対象としたオリエンテーションに参加していただきま
す。
　個別でのチェックインはできませんのでご注意ください。
＊1部屋３名定員です。
＊朝食と夕食を申し込まれた方は、決められた時間内に食事を済ませてください。
朝食：午前７時～８時　夕食：午後７時～８時
＊門限は午後9時です。午後９時から翌朝午前7時までの外出は不可となります。
＊最終日の朝、部屋ごとに全員で、定められた要領に従って清掃していただきます。
各部屋の清掃点検終了後のチェックアウトとなります。

＊領収書の宛名が申込者と異なる場合は、申込時に記載してください。

4　艇置料
４２０、レーザー、TECHNO293および支援艇の艇置料は大会受付時に支払ってください。
４２０、レーザー、TECHNO293　240円/日　　

https://hikarimarinecup.kouryumura.net/
https://hikarimarinecup.kouryumura.net/


 
支援艇4.5m以下240円/日、5.5m以下300円/日

5　支援艇
支援艇を持ち込まれる方は、オンラインエントリーサイトで登録を行ってください。 



 
別紙1

「HIKARI MARINE CUP新型コロナウイルス感染者等の対応方針」

　　　１　感染者、濃厚接触者、体調不良者、大会参加者について
1. 感染者

医療機関による診断の結果，感染者と判定された者。感染者の発生日とは症状が出始め
た日とし，発症日が不明な場合は陽性と判定された検体採取日とする。

2. 濃厚接触者
所管保健所等により濃厚接触者と判断された者。濃厚接触者の発生日とは感染者と接触
した日とする。（複数日の場合には大会に最も近い日）

3. 体調不良者
発熱（３７．５度以上）や風邪症状（咳，のどの痛み），だるさや息苦しさ，味覚や嗅
覚の異常など健康チェックシートのチェック項目に該当する者。

4. 大会参加者
大会参加者とは，次のア及びイの者をいう。 
ア 出場チーム 選手，監督，コーチ及び引率者をはじめ，その他いかなる名称や関係で
あるかを問わず，活動や移動行程等を同一とする全ての者。
イ 大会関係者 役員，補助員，報道機関，競技団体関係者，実行委員会関係者，出店
者，観客等，会場に来場する全ての者。

 ２　大会参加にあたっての留意点 
大会参加者は，安全・安心な大会運営のため，大会期間中のみならず，日頃から体調管理に
十分留意すること。

 ⑴ 大会参加前の対応 
ア 大会参加日（来場日）の２週間前から健康状態等を毎日チェックすること。 
イ 大会参加前２週間の期間において，感染者又は濃厚接触者となった場合は，実行
委員会に速やかに報告し，指示に従うこと。

ウ 出場チームにおいては，１名以上の新型コロナウイルス感染症対応担当者（監
督・引率者の兼務も可）を置き，参加申込の際に実行委員会に報告する。
エ 感染者，濃厚接触者，体調不良者となった場合，医療機関や療養施設，宿泊施
設，自宅までの移動や輸送については各自の責任で行うこととし，事前に交通手段
を決めておくこと。また，医療機関や療養施設，宿泊療養施設において，療養又は
待機することになった場合も想定し，その際の滞在方法を事前に決めておくこと。 
オ 新型コロナウイルス感染症対応担当者は，参加する前に保護者やチーム関係者に
対し，感染者等が発生した場合には，会場地における付添いや会場地までの迎え，
医療機関等において療養等が必要となる場合があることを周知徹底しておくこと。

⑵ 大会参加期間中の対応 
ア 出発前に自宅や宿舎等において健康チェックシートの調査項目を確認し，体調不
良者は会場へ来場しないこと。
イ 会場受付において，体調不良者を確認した場合は，会場内への入場を許可しない
ため，各チームの責任において速やかに医療機関を受診し，療養又は帰宅等をする
こと。

ウ 感染者，濃厚接触者，体調不良者となった場合は，その事実について実行委員会
に報告し，指示に従うこと。

 ⑶ 大会参加終了後の対応 
ア 大会参加終了日から２週間の期間において，感染者となった場合は実行委員会に
対して速やかに報告すること。



 

３ 大会参加者の参加判断基準
 大会参加については，感染拡大を防止し，大会開催可否の判断も含め大会運営において迅
速な対応が求められることから，大会参加の参加基準を次のとおりとする。

 ⑴ 本人の場合

⑵ 出場チームの場合  

  

状況 参加基準

感染者 参加を辞退する。 ただし，療養等が解除された場合は，監督・保護
者の責任において参加可能とする。

濃厚接触者 参加を辞退する。 ただし，待機期間が終了した場合は，監督・保護
者の責任において参加可能とする。

体調不良者 参加を辞退する。 ただし，医療機関等を受診し，非感染者と診断・
判定された場合は，体調改善を踏まえたうえで，監督・保護者の責任
において参加可能とする。

状況 参加基準

出場チーム内 
で感染者が発 
生した場合

感染者と接触（感染者の感染可能期間（発症２日前～）の接触）の
あった最後の日から，濃厚接触者の待機期間とされる日数の間， 出
場チームは参加を辞退する。 なお，感染者，濃厚接触者及び体調不
良者は上記「⑴ 本人の場 合」と同様の扱いとなる。

出場チーム内 
で濃厚接触者 
又は体調不良 
者が発生した 
場合

濃厚接触者又は体調不良者が，医療機関等で非感染者と診断・判定
される，又はＰＣＲ検査等で陰性判定がされるまでの期間，参加を
辞退する。



 
添付１ 『レース・エリア』

レース・エリア



 
添付2 　各クラス参加資格および『ルール変更、適用』

全国中学校テクノ293クラス
(1) 選手は、学校教育法第１条に規定する中学校に在学する生徒であること。
(2) 選手は、あらかじめ健康診断を受け、在学する学校の学校長の承認を必要とする。
(3) 2021年度（公財）日本セーリング連盟及び日本ウインドサーフィン協会の会員であること。
(4) 日本ウインドサーフィン協会強化委員会が認めた選手
(5)  7.8m及び6.8mワンデザインリグもしくは5.8mワンデザインリグの使用が可

全国高等学校テクノ293クラス
TECHNO293クラスルールC.2.3 ディヴィジョン(b)　競技会の年の12月31日時点で17歳
未満(U17)の少年または少女　を下記(1)および(2)に変更する
(1) 選手は、学校教育法第1条に規定する高等学校に在学する生徒であること。
(2) 選手は、あらかじめ健康診断を受け、在学する学校の学校長の承認を必要とする。
(3) 2021年度（公財）日本セーリング連盟及び日本ウインドサーフィン協会の会員であること。
(4) 日本ウインドサーフィン協会強化委員会が認めた選手
(5)  TECHNO293クラスルールC.9.1(b)および9.2(b)U17ディヴィジョン(U17)を全国高等学校クラスに変

更する。

TECHNO293全日本小学校高学年選手権
(1) 選手は、学校教育法第1条に規定する小学校に在学する５年生、６年生であること。
(2) 選手は、あらかじめ健康診断を受け、在学する学校の学校長の承認を必要とする。
(3) 2021年度（公財）日本セーリング連盟及び日本ウインドサーフィン協会の会員であること。
(4) 日本ウインドサーフィン協会強化委員会が認めた選手
(5) ナショナルU15クラス規則　TN5.5クラス（15歳未満）

メーカー表示5.5mセイル以下5.8mワンデザインリグの使用が可
(マストはカーボン含有率75％以下、ブームはアルミ製に限る、ジョイントは指定なし)

TECHNO293全日本小学校中学年選手権
(1) 選手は、学校教育法第1条に規定する小学校に在学する３年生、４年生であること。
(2) 参加選手は、あらかじめ健康診断を受け、在学する学校の学校長の承認を必要とする。
(3)  2021年度(公財)日本セーリング連盟及び日本ウインドサーフィン協会の会員であること。
(4) 日本ウインドサーフィン協会強化委員会が認めた選手
(5) ナショナルU15クラス規則　TN5.5クラス　TN4.5クラス（15歳未満）　

メーカー表示5.5m・4.5㎡セイル以下5.8mワンデザインリグの使用が可　
(マストはカーボン含有率75％以下、ブームはアルミ製に限る、ジョイントは指定なし)

「テクノナショナルU15クラス」の詳細
2013年5月、国内チャンピオンシップ規定（ナショナルU15クラス規則を含む）が、JSAFの承認を受
け、JSAF公認ルールとなりました。これにより、国内で行われるtechno293の大会（国際大会を除く）
は、次のようなクラスで実施されることになります。

・TN5.5クラス（15歳未満）
メーカー表示5.5mセイル以下(5.8mワンデザインリグの使用が可）
(マストはカーボン含有率75％以下、ブームはアルミ製に限る、ジョイントは指定なし）
・TN4.5クラス（15歳未満）



 
メーカー表示4.5mセイル以下
（マストはカーボン含有率75％以下、ブームはアルミ製に限る、ジョイントは指定なし）
・TN3.5mクラス（15歳未満）
メーカー表示3.5mセイル以下
（マストはカーボン含有率75％以下、ブームはアルミ製に限る、ジョイントは指定なし） 
※　TNとは、テクノナショナルの略である。



 

HIKARI MARINE CUP　　健康チェックシート

参加区分
選手　　クラス（　　　　　　　　　　　　　　
　　　　）

いずれかに〇をつけてください 大会役員　　監督・コーチ　　　保護者　　　
その他

所属 　

名前・年齢 （　　　）歳

参加前2週間の状況

平熱を超える発熱 あ　り　　　・　　　な　し

せき・喉の痛み あ　り　　　・　　　な　し

だるさ・息苦しさ あ　り　　　・　　　な　し

味覚や嗅覚の異常 あ　り　　　・　　　な　し

感染者との接触 あ　り　　　・　　　な　し

同居家族に感染 
が疑われる方

あ　り　　　・　　　な　し

海外への渡航 あ　り　　　・　　　な　し


