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第 26 回全日本 A 級ディンギー選手権
2016 博多大会
主

催 ： 日本 A 級ディンギー協会、

主

管

福岡県セーリング連盟、福岡市セーリング連盟、博多湾Ａ級連合

大会期間 ： 201６年７月１５日（金）～7 月 17 日（日）
開 催 地 ： 福岡県福岡市西区小戸３－５８－１ 福岡市ヨットハーバー
競技種目 ： A 級ディンギー
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１ 規則
1.1

本大会は『セーリング競技規則』（以下『規則』という）に定義された規則を適用する。但し、これ
らの規則のうち帆走指示書で変更された規則は除く。

1.2 『日本 A 級ディンギー協会クラスルール』および『クラスルール（補助）
』を適用する。

２ 資格及び参加
2.1 参加資格
（a） 日本Ａ級ディンギー協会に所属する艇および会員であること。
（b） チームの 1 人以上が、
（公財）日本セーリング連盟（ＪＳＡＦ）会員であること。
（c） 参加申込時にメンバー表に記載されている者。
2.２ 参加資格のある艇及びチーム（大学）は、添付の書式を完成させ、参加料及びその他の費用と共に、
平成２８年 ６月 15 日 必着で、大会実行委員会へ郵送またはメールにて送付することにより参加申
込みをすることができる。

３ 参加料
3.1 参加料は次のとおりとする。
艇参加料

１５，０００円

選手参加料

９，０００円

家族参加料

５，０００円

協会年会費

１０，０００円

４ 日 程
4.1 登録、艇長会議、開会式
７月１５日（金） 登 録（受付）
計 測

09：00～16：00
10：00～16：00

理事会（代表者会議） 16：00～17：00
義）
監督会議
７月１６日（土） 開会式
レセプション

17：00～18：00
08：30～09：00
18：３0～20：３0
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４.2 レース日程
日付

A級

最初のレースのスタート予告信号時刻

７月１６日（土）

レース

１０：００

７月１７日（日）

レース

１０：００

4.3 レース数
クラス

レース数

FRP・木造艇

1 日あたりのレース予定数

６

３

木造艇はＦＲＰ艇の 10 分後のスタートとする。
但し、7 月 16 日は、最大 4 レース実施することがある。
4.４ 大会最終日は 1３：０0 を越えて予告信号が発せられることはない。
4.５ 表彰式及び閉会式

1５：０0～1５：３0

５ レース艇
5.1 艇は各チーム・個人で用意すること。
5.2 日本 A 級ディンギー協会に登録済であること。

６ セール
6.1 セールは各チーム・各個人が持参したものを使用すること。
6.2 セールには、安全対策としてリコールシ番号を貼付しなければならない。
リコール番号は赤色とし、サイズは１文字につき縦 20ｃｍ横 15ｃｍとする。リコール番号は各チ
ームで用意すること。
6.3 ＦＲＰ艇と木造艇を識別するため、ＦＲＰ艇はセール上部に赤色四角形のシールを 45 度回転させて
貼るものとする。

７ 計 測
新造艇、新規登録艇および協会（ＪＡＤＡ）が指定する艇について、計測を実施する。
エアバックおよびそれに類する発泡材は、エアの状況など安全機能を検査する場合がある。
また、艇または装備はクラスルールに従っていることを確認するため、いつでも検査されることがあ
る。これらは大会に参加した全ての艇が対象となる。

８ 帆走指示書
帆走指示書は、登録時に配布される。なお、７月 1 日以降であれば福岡県セーリング連盟ＨＰで取得
できる。

９ 開催地
9.1

大会会場（別添図 1 に示す）
福岡市ヨットハーバー
福岡市西区小戸 3 丁目 58－1

9.2 レース・エリアは別添図 2 に示す。

Ｔｅｌ 092-882-2151
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10 コース
10.1 トライアングル風上・風下コースとする
10.2 添付図３のコース図はレグ間の概ねの角度、通過するマークの順序、それぞれのマークをどちら側
に見て通過するかを含むコースを示す。帆走すべきコースを示す文字は、帆走指示書で指定される。

1１ ペナルティー方式
規則 44.1 を変更し「２回転ペナルティー」を「１回転ペナルティー」に置き換える。
付則Ｐ「規則 42 に対する特別な処置」を帆走指示書で変更し適用する。
1２ 得 点
12.1 大会の成立には、2 レースを完了することが必要である。
12.2

クラス別の順位は実施された全てのレースにおける得点の合計とし、より得点の低いチームを上位
とする。

13 支援艇
支援艇は、登録時に大会事務局に届け出なければならない。

14 無線通信
支援艇は、レース・コミッティー・ボート及びプロテスト・ボートの無線を傍受してはならない。
但し、レース・コミッティー・ボートに数字旗 8 が掲揚された場合はこの限りではない。

15 安全対策
1５.1 競技者は、大会本部より指示があれば海上においては適正な浮力を有するライフジャケットを着用
しなければならない。
1５.2 参加艇は、レース中、直径６㎜長さ１０ｍ以上の曳航用ロープを搭載しなければならない。

16 賞
16.1 ＦＲＰ艇
１位

Ａ級ディンギー協会楯 会長賞状 日本セーリング連盟賞状を授与する。

２位～６位 会長賞状を授与する。
16.2 木造艇
１位

Ａ級ディンギー協会楯 会長賞状 日本セーリング連盟賞状を授与する。

２位～６位 会長賞状を授与する。

17 免 責
競技者は完全に自らのリスクで大会に参加する。RRS 4（レースをすることの決定）を参照。
主催団体は、大会の前後、期間中に生じた物理的損害または身体傷害若しくは死亡によるいかなる責
任も負担しない。

１8 問合せ先
第 26 回全日本Ａ級ディンギー選手権 2016 博多大会
実行委員会 西田 正治
Email: nmarbo@outlook.jp お問い合わせ・ご連絡は email でお願いします。
１９ その他
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※ 艇の搬入はハーバー事務所に事前に届出、その指示に従うこと。７月１４日以前に搬入した
場合のハーバー使用料等は、直接ハーバー事務所に支払うこと。
〒81９-00０1 福岡市西区小戸 3 丁目５８－１ 福岡市ヨットハーバー内
福岡県セーリング連盟
岡村 勝美
携帯

090－1191－8882

Ｅ－ＭＡＩＬ katsumi7018@yahoo.co.jp

福岡県セーリング連盟ＨＰ http://www.fsaf.net/

別添図 1 大会会場 福岡市ヨットハーバー
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別添図 2 レース・エリア

別添図 3

コース図

