第９回

全日本 X-35 ONE DESIGN クラス選手権
レース公示

JSAF 公認申請中

共同主催

一般社団法人 関西ヨットクラブ
新西宮ヨットハーバー株式会社
日本 X−35 ワンデザインクラス協会

公認
協賛
期日
場所

公益財団法人日本セーリング連盟 （予定）
株式会社イチ・サン・ゴ・イースト、他数社予定
２０１６年 10 月２２（土）〜 ２３日（日）
兵庫県西宮市 新西宮ヨットハーバー （兵庫県西宮市西宮浜 4-16-1）

１、
規則
1，1 本レガッタは RRS 2013−2016（以下「RRS」という）に定義された規則を適用する。
1，2 JSAF 外洋特別規定 2016-2017 を適用する。
２、

広告
艇は、主催団体により選択され提供された広告を所定の位置に表示する場合がある。

３、

参加資格
3.1 本レガッタは、下記の要件を満たす X-35 ワンデザインクラスの艇が参加出来る。
① 有効な船検証、小型船舶操縦士免許を取得していること。
② ヨット保険の賠償責任、搭乗者傷害、捜索救助費用保険に加入していること。
③ JSAF 外洋特別規定 2016-2017 カテゴリー4 を満たしていること。
④ 全乗員が 2016 年度ＪＳＡＦ会員であること。外国籍の乗員は、当該各国協会の会員であ
れば可とする。
⑤ JSAF 登録艇であること。
⑥ X35 ONE DESIGN クラスルールに適合していること。
⑦ 日本 X-35 ワンデザインクラス協会登録艇であること。
3.2 参加資格のある艇は、下記記載の書類を参加費用と共に 10 月 8 日（土）18：00 までに
指定された申込先へ提出する事により参加申し込みをする事が出来る。なお、指定された期
日までコピーされた書類での FAX、e-mail での提出を受け付けるが、参加申込誓約書は原本
を 10 月 21 日までに提出すること。
①参加申込誓約書
②乗員登録書
③船舶検査証書のコピー
④検査の時期及びその執行の記録と船舶情報のわかるページのコピー
⑤ヨット保険証券のコピー
⑥カテゴリー４JSAF 外洋特別規定申告書（JSAF ウェブサイトより入手出来る書式のもの）
⑦2016 年度ＪＳＡＦ会員証のコピー(乗員全員分)
⑧署名済みの ISAF セーラー分類宣誓書のコピー
（※ X-35 ワンデザインクラスは、クラス規則 C.2.1(a) 及び C.2.3 により ISAF セ
ーラー分類規定によるカテゴリー３の乗員数、及びヘルムスマンカテゴリーの制限
がされている。）

3.3

申込先
一般社団法人関西ヨットクラブ
上記期日以降のレートエントリーは、５，０００円別途要。
参加費用振込先 三井住友銀行 西宮支店 普通 1278002
口座名 一般社団法人関西ヨットクラブ
3.4

レートエントリー最終期限
10 月 10 日（土）１８：００

４、参加費用
出艇料
乗員登録料

７0,000 円
なし

５、日程
5.1 体重計測

10 月 15 日（土）〜21 日（金）
９：００−１７：００
但し、10 月 18 日（火）は 定休日の為、体重計測は行わない。
5.2 レース日程
シリーズは 2 日間で最大 7 レースを予定する。
１レースの成立を持ってシリーズの成立とする。
各日のレース数はコミッティの裁量に任せられる。
10 月 15 日（土）１８：００
乗員登録締め切り
10 月 21 日（金） ９：００−１７：００
インスペクション
１２：００
分類抗議締め切り
※１０月 21 日はレース艇の新西宮ヨットハーバー外の海域への出航を禁止する。
10 月 ２２日（土） ９：００−９：３０
受付、出艇申告、体重計測
９：２０
艇長会議
１１：００
第 1 レーススタート予告時刻
引き続きレースを行なう
１８：００
アフタードリンクタイム（於：ウエットバー）
10 月２３日（日） ９：００−９：１５
１０：３０

出艇申告、体重計測
その日の最初のレースのスタート予告信
号時刻
＊２３日は１５時以降のスタートは行わない
１６：００（予定）
表彰式（関西ヨットクラブ２Ｆ）

６、帆走指示書
帆走指示書は、10 月２２日（土）の艇長会議時に代表者に交付する。
７、 コース
西 宮 沖 、 ウインドワードリーワードのソーセージコースとする。
８、 得点
8.1 スクラッチレースとし、着順の早いものを上位とする。（付則 A4 低得点方式）
8.2 艇のシリーズの得点は完了したレース得点の合計とする。
（付則 A2 シリーズの得点の変更）
９、 支援艇
10 月２２日の準備信号後より２３日の最終レース終了後までの間、支援艇からの海上での備品
などの受け渡しをしてはならない。

１０、 停泊
艇はレース期間中、新西宮ヨットハーバー内のレース委員会により指定された場所に係留しな
ければならない。また、泊地における費用については各艇が負担するものとする。但し、大会
前後１週間は無料とする。
指定泊地における艇の管理は、各艇の責任において行うものとし、同泊地における事故等につ
いて、主催・協カ等の諸団体は、その責任を一切負わない。
１１、 上架の制限
艇はレース委員会の許可が有る場合を除き、10 月２２日の準備信号後より２３日の最終レース
終了後までの間、上架してはならない。
１２、 潜水用具とプラスティックプール
10 月２２日準備信号後より２３日の最終レース終了後までの間、水中呼吸器具及びプラスティ
ックプール又はそれらに類するものは使用してはならない。
１３、 無線通信
13.1 レースコミッティーは VHF によりレース艇にリコール等のアナウンスを行うことがあ
る。放送やその順番、聴き取りのあやまりは救済要求の根拠にならない。これは規則
62.1(a)を変更している。
13.2 緊急の場合を除き、艇はレース中無線通信を行ってはならない。（上記 15.1 を除く）。
またこの制限は、携帯電話にも適用する。
１４、賞
全日本選手権に対する賞は次のように与える。
14.1 総合成績の第一位、第二位、第三位の各艇に JSAF 賞状を与える。
14.2 総合成績の第一位、第二位、に KYC 賞、クラス協会賞を与える。
１５、責任の否認
この大会の競技者は、完全に自分自身の責任でこの大会に参加している。ＲＲＳ４ 『 レース
をすることの決定 』 参照。大会主催団体及び協賛・後援・協カ等の諸団体は、大会前、大会
中または大会後と関連して受けた物的損傷または個人の身体障害もしくは死亡に対する責任も
負わない。
１６、申込先、及び係留に関する問い合わせ
一般社団法人関西ヨットクラブ
〒662-0934 西宮市西宮浜 4-16-1
TEL：0798-26-0691
FAX：0798-33-2768
EMAIL：office@kyc.or.jp
関西ヨットクラブ事務局は火曜日休館
レ ー ス に 関 す る 問 合 せ 、 X-35 ワ ン デ ザ イ ン ク ラ ス に 関 し て の 問 い 合 わ せ
日本 X-35 ワンデザインクラス協会
〒663-8225
西宮市今津西浜町 2-16 今津ﾊﾟﾜｰﾎﾞｰﾄｾﾝﾀｰ３F
株式会社イチサンゴイースト内
TEL：0798-32-1350
FAX：0798-32-0135
EMAIL：info@x-35.jp
事務局 小林 携帯：090-2069-8060
以

上

