リビエラカップ
第２９回東日本 OP 級ヨット選手権大会

リビエラカップ
2011 年第 29 回東日本 OP 級ヨット選手権大会
レース公示 － Notice of Race －

1. 大会主催
(1) 主催：
(2) 後援：

日本オプティミストディンギー協会（http://www.japan-opti.com/）
逗子市
葉山町
小坪体育協会
逗子マリーナヨットクラブ（http://zmyc.so-netsns.jp/）
(3) 特別協賛： 株式会社 リビエラリゾート（http://www.riviera-r.jp/#）
フォーシーズ株式会社 （http://www.four-seeds.co.jp/）
(4) 協力：
葉山町セーリング協会
横浜ジュニアヨットクラブ
藤沢市青尐年セーリングクラブ
横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ
KMC 横浜ジュニアヨットクラブ
夢の島ヨットクラブ
かながわジュニアヨットクラブワンダラーズ
湘南ジュニアヨットクラブ
江の島ヨットクラブジュニア
千葉ヨットビルダーズクラブジュニア
なごやジュニアヨットクラブ

2. 大会実行委員会
(1) 大会本部
・大会名誉総裁
・大会名誉会長
・大会会長
・大会副会長
・大会実行委員長
・大会実行委員
・大会実行委員
・大会実行委員
(2) 海上本部
・レース委員長
・レース副委員長

平井
渡邊
浅野
国見
土居
榊原
深沢
長堀

竜一 （逗子市長）
曻
（（株）リビエラリゾート代表取締役社長）
秀則 （日本ＯＰ協会会長）
悦朗 （日本ＯＰ協会副会長）
修
（日本ＯＰ協会理事）
和久 （日本ＯＰ協会理事）
文彦 （日本 OP 協会理事）
香津子（日本ＯＰ協会理事）

矢野 荘一郎（日本ＯＰ協会理事）
井上 義朗（葉山町セーリング協会 副会長）
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(3) プロテスト部
・プロテスト委員長
(4) 計測部
・計測委員長

川北 達也（JSAF レース委員会委員（前委員長）、A 級ジャッジ）
深沢 文彦 （日本ＯＰ協会理事、ルール・計測担当）

3. 大会開催期間
・2011 年 7 月 22 日（金）～24 日（日）
4. 大会会場
・大会本部：

葉山港

神奈川県三浦郡葉山町堀内 50 番地

ＴＥＬ 046-875-1504

・レース海面： 葉山港 沖海面を使用
・懇親会場： 逗子マリーナ 神奈川県逗子市小坪５－２３－９ ＴＥＬ0467-23-2111（代）
3. 大会日程
(1) 7 月 21 日（木） 早期到着日
・12：00 ハーバー搬入受付開始
・13：30 事前計測受付
(2) 7 月 22 日（金）
・07:00
受付、計測
・10:00
開会式、スキッパーズミーティング
・12:00
第１レース予告信号（引続きレースを行います）
・18:00
懇親会 (逗子マリーナ内 マリーナテラス)
(3) 7 月 23 日（土）
・08:55
その日の第１レース予告信号（引続きレースを行います）
(4) 7 月 24 日（日）
・08:55
その日の第１レース予告信号（引続きレースを行います）
・13:30
この時間以降に予告信号が発せられることはありません。
・16:00
表彰式、閉会式
注
○本日程に変更ある場合は、大会公式サイトないし大会公式掲示板に掲示
6．大会参加資格
(1) 選手
・ 財団法人日本セーリング連盟及び日本 OP 協会の 2011 年度会員として登録済みの者
であること。所属クラブの活動水域が、東日本水域の者のみとする。また、大会計測受
付において、会員証の提示を求めます。
・ 1996 年以降に生まれた者であること。
(2) 参加艇
・ 国際オプティミストディンギー級、自艇による参加（他人名義も可）とします。
・ 参加艇は、日本 OP 協会登録艇で、かつ、レース前までに行う公式計測に合格した艇
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であり、本大会開会式までに計測証明書を呈示できる艇に限ります。
7．適用規則
(1) 2009～2012 国際セーリング競技規則（以下、｢RRS｣という）、日本セーリング連盟付則、
OP クラス規則、本レースの公示および帄走指示書を適用します。
(2)推進方法の違反については RRS－Ｐを適用します。
8．計測及び計測証明書
(1) JODA ルール計測委員会発表の『2011 年イヤーシリーズ計測』を適用します。
(2) 公式計測に関する手続き及び申し込み等の詳細いは、大会公式サイトに掲載します。
9. 帄走指示書
・ 帄走指示書は、大会前日までに大会公式サイトに掲載ないし大会受付で配布します。
10．得点方法
(1) 本大会では、RRS.付則 A4 ｢低得点方法｣ を適用します。
(2) 本大会のレース数は 8 レースとします。
(3) 得点から除外できるレースについては、以下のとおりとします。
成立したレース数が１～４の場合：
得点から除外できるレースなし
成立したレース数が５～６の場合：
得点から除外できるレース 1
成立したレース数が７以上の場合：
得点から除外できるレース 2
11．レース方式・大会の成立
（1） 参加艇数が７０以上の場合は、第一レースから 2 グループに分けてレースを
行ないます。グループ分けのルールについては帄走指示書に記載します。
（2） 本大会は、８レースを予定し、３レースの完了をもって大会の成立とします。
12．大会コース
・ 大会コースは、大会前日までに大会公式サイトに掲載または帄走指示書に記載します。
13．表彰対象
(1) 日本 OP 協会からの表彰
・総合 1 位～3 位：
トロフィーと賞状
・総合 4 位～8 位：
賞状
・小学生 1 位～3 位：
トロフィーと賞状
・小学生 4 位～8 位：
賞状
(2) リビエラカップ
・総合１位
カップ
(3 )逗子市長賞（依頼中）
・小学生男子 1 位
カップ
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(4)葉山町長賞（依頼中）
小学生女子１位

カップ

14．大会参加費
(1) 選手参加費：
15,000 円/艇 （陸置代、懇親会費を含む）
(2) 父兄・指導者懇親会費：
2,000 円/名 （大会受付でチケットをお渡しします）
(3) ハーバー使用料（コーチボート・駐車料）：各自清算下さい
(4) 選手は参加費にお弁当代が含まれません。選手は各自で昼食を用意ください。
15．大会参加申し込み
(1) 大会参加申し込み用紙及び記載要領は、大会公式サイトに掲載します。必要事項を入
力し、デジタルファイルで 2011 年 6 月 30 日（木）までに下記まで申し込み及び参加費の
払い込みをしてください。
(2) 問い合わせ申し込み先
大会実行委員 深沢 文彦 090-4727-6622
メールアドレス： y-enter@kinkou.com
参加費振り込み先 三井住友銀行 上野支店 店番 779 普通口座 8120452
口座名 日本オプティミストディンギー協会 会計 長堀 香津子
(3) セールナンバーの変更は、7 月 13 日迄に問い合わせ申し込み先に連絡してください。
それ以後の変更は一切認めません。
(4) 申し込み内容は、順次、大会公式サイトに掲示します。必ず申し込み内容の確認をお願
いします。また、申し込み内容と異なる内容で登録されている場合は、速やかに問い合わ
せ申し込み先に連絡してください。
(5) 大会内容に関するお問い合わせは
上記、深沢までお問い合わせ下さい。
16．OP 及びコーチボートの搬入
(1) 7 月 21 日（木）12：00 以降でお願いします。
(2) コーチボートの搬入については事前に登録のあった艇のみ可能です。艇置、係留は当
日指定された場所に行なって下さい。
17．宿舎
(1) 宿舎は、逗子マリーナ内のマンションを公式宿舎として用意いたします。食事は各自でご
用意下さい。（炊事設備はありません。お湯を沸かす程度は可能です）
(2) 宿泊費は一人一泊５，２５０円（税込み）です。
申し込みは所定の申込用紙にて各クラブ単位でお申し込みください。
葉山港と逗子マリーナの間は車で約２０分です。
18．コーチボート（兼レスキューボート）
(1) 大会参加申込時に、大会実行委員会に、艇種、全長、定員、エンジン馬力、乗員予定者
名簿及び艇名等、必要事項を書面に記載の上申請し、許可を受けて下さい。許可を受け
ていない艇の出艇は認めません。また、コーチについても事前に申請し、許可を受けた
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かた方のみ許可をいたします。申し込み用紙は大会公式サイトに掲載します。
(2) コーチボート（兼レスキューボート）は、レスキュー活動の為に備えて、乗員は２名以上とし、
かつ、定員の 1/2 を超える乗艇は認められません。ただし、定員が奇数の場合は切り上げ
とします。
(3) 大会開催期間中、原則としてコーチボート及び観覧艇の航行範囲を制限しますが、レー
ス委員長の判断により要請された場合は、直ちに別途ご案内するレスキュー体制に移行
してください。
(4) 係留場所、航行範囲等については、大会実行委員会の指示に従って下さい。
19．その他の注意事項
(1) 協会未登録者及び未登録艇は、事前に必ず登録を済せておいてください。
日本ＯＰ協会ホームページにて登録方法をご確認下さい。（http://www.japan-opti.com/）
(2) 参加選手は、健康保険者証のコピーを必ず持参してください。
(3) 参加選手を含め大会関係者及び運営スタッフは、陸上・海上を問わず、環境汚染防止の
為にゴミ等を投棄してはなりません。
20．2011 年第 43 回日本オプティミストセーリング選手権大会への出場枠
(1) 本大会の成績上位者の中で、既に出場枠を付与されているものを除き、日本 OP 協会に
よる割り当てに従い、出場枠を付与します。
(2) 正式な出場枠の付与対象者は、後日、日本 OP 協会から発表されます。
以 上
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

実行委員会からのお願い
運営スタッフが不足しています。各クラブ有志の方々の絶大なる ご協力をお願い致します。
連絡先：実行委員 深沢 文彦
メールアドレス： y-enter@kinkou.com

