
1 大会名 第29回日本少年少女オープンヨット大会(東日本地区）

2 共同主催 社団法人日本ジュニアヨットクラブ連盟（以下　J.J.Y.U.という）
山梨県セーリング連盟ジュニア  山中湖中学校ヨット部

3 期　日

4 会　場 山梨県山中湖村ヨットハーバー及び沖合い湖面

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. ＦＪ級
8. ＳＳ級

 8：00
受付

山中湖カップレース日程
　（第29回日本少年少女オープンヨット大会(東日本地区）　A湖面を使用）

種目
第1レース ﾐﾆﾎｯﾊﾟｰ級上級者・初級者

12:55
ﾚｰｻﾞｰ級ﾗｼﾞｱﾙ＆4.7上級者

FJ級
SS級

13:00

15:30
16:00～ 第29回日本少年少女ｵｰﾌﾟﾝﾖｯﾄ大会(東日本地区)開会式　ホテル清渓
17:00～
17:30～18:00

2.

種目 種目

8:55 8:55

9:00 9:00

3.
上級者エリア（Ａ湖面） 初級者エリア（Ｂ湖面）

当日の最初のレースﾐﾆﾎｯﾊﾟｰ級上級者 当日の最初のレース
8:55 8:55

FJ級
SS級
(上記5種目同時ｽﾀｰﾄ）

当日の最初のレースOP級上級者 当日の最初のレースOP級初級者
9:00 9:00

13:00～15:00 湖岸清掃後カレーパーテｲー（交流会）

艇搬入路の開門
(参加資格確認、帆走指示書配布）

11：00～11：30 山中湖カップの競技運営説明会 山中湖村ヨットハーバー艇庫前

予告信号予定時刻

(上記5種目同時ｽﾀｰﾄ）

※以上、大会日程は天候等によりやむを得ず変更されることがあります。

14:30 以降のスタートは行わない。
山中湖カップ表彰式　　山中湖村ヨットハーバー艇庫前

OP級初級者

第3日目：5月5日(火)

※天候など諸条件によりレース第１日目に第５レースを行うことがあります。その場
合、第４レース終了までに全参加選手に通報及び通告します。レース第１日目に５レー
ス行い成立した場合は、レース第２日目の最初のスタート予定は第６レースとして実施
します。

ﾐﾆﾎｯﾊﾟｰ級初級者
(6艇以上のｴﾝﾄﾘｰがある
場合）
(6艇未満の場合は上級
者に組み入れる）

引続きレースを行う。この日は12時00分以降のスタートは行わない

第1レース 第1レース

第1レース 第1レース

ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級SR上級者
ﾐﾆﾎｯﾊﾟｰ級初級者
(6艇以上のｴﾝﾄﾘｰがある
場合）
（6艇未満の場合は上級
者に組み入れる）

第２、第３、第４レースを引続き行う。

予告信号予定時刻

5 競技種目 ＯＰ級初級者

※天候などにより、大会日程、レース予定はやむを得ず変更されることがありす。

引続き第2レース以降出来る限りレースを行う。

6

ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級SR上級者
ﾚｰｻﾞｰ級ﾗｼﾞｱﾙ･4.7上級者
FJ級
SS級
(上記5種目同時ｽﾀｰﾄ）

ﾚｰｻﾞｰ級ﾗｼﾞｱﾙ･4.7上級者

OP級(初級者･上級者）

大会日程 第1日目：5月3日(日)

※天候などによりレースが実施出来なかった場合、再レースは行わない。

レース公示

平成21年5月3日(日)～平成21年5月5日(火)

1.

ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級SR上級者

ＯＰ級上級者
ミニホッパー級初級者（参加6艇未満の場合上級者に組み入れる）
ミニホッパー級上級者

安全指導講習会 選手、指導者・保護者  ホテル清渓
競技運営説明会 役員、指導者  　　　  ホテル清渓

第2日目：5月4日(月)

種目

表彰式・閉会式　ホテル清渓

シーホッパー級ＳＲ上級者
レーザー級ラジアル・4.7上級者

10：00～11：00

初級者エリア（Ｂ湖面）
予告信号予定時刻 予告信号予定時刻

ﾐﾆﾎｯﾊﾟｰ級上級者

OP級上級者

上級者エリア（Ａ湖面）

予告信号予定時刻 種目

15:00～16:00



7 適用規則 1.

8

9 1.
2.
3.

10 コース 添付図の通りです。

11 表　　彰
1.

1

2

3

4 富士急行株式会社賞
富士急賞（富士急ハイランドフリーパス）を飛び賞として差し上げます。

5 株式会社テレビ山梨賞
ミニホッパー級初級者、上級者、レーザー級ラジアル・4.7上級者の上位入賞者（第1位、
第2位、第3位）にテレビ山梨賞の楯を授与します。

2.
1
2

3

3.
1

12 参加資格 1.
2.
3.

1
2
3
4
5
6

1
2

各種目の上位入賞者（第1位、第2位、第3位）にはメダルを授与します。

大会参加賞

(社)日本ジュニアヨットクラブ連盟に加盟しているクラブの選手

各種目の年齢制限（平成21年4月2日現在）を満たすもの

2009～2012国際セーリング競技規則（以下RRSという）に定義された「規則」を適用します。
ただし、いずれの規則も帆走指示書によって変更された部分を除き、帆走指示書との矛盾を
生じた場合は、帆走指示書を優先します。

 山梨県セーリング連盟ホームページURL  http://jsaf.or.jp/fujiyama/
　J.J.Y.U.ホームページURL           　http://www.jjyu.net/index.html

2.

3.

参加艇の艇体および艤装品は各級クラス規則に合致する事を原則としますが、RRS78（JSAF規
定5）は適用しません。但し、レース委員会が競技会中に疑義を認め、計測・計量又は他の手
段により性能上著しく有利と認めた場合には、その艇を失格とすることがあります。

帆走指示書

得点は７レースが成立した場合、最も悪いレースの得点を除外した合計得点で順位を確定し
ますが、それ以外は実施されたすべてのレースの合計得点で順位を確定します。

上級者種目の準最多参加艇種の優勝者に国土交通大臣の表彰状を授与します。

得点方法
および
レース回数

RRS付則Aの「低得点方式」を適用します。

帆走指示書は平成21年5月3日(日)の受付時に配布する大会プログラムに記載します。事前に平成
21年4月10日以降に、J.J.Y.U.ホームページで公開します。

2日間で７レースを予定しますが1レースの成立をもって大会は成立とします。

昨年度以前の全国少年少女ヨット大会、国際交流日本ジュニアヨットクラブ競技会及び
日本少年少女オープンヨット大会の初級者種目で艇種に関係なく10位までの入賞者は、
それぞれの上級種目に参加しなければなりません。但し参加申し込み時に第13項1.と2.
を辞退された場合は、レース委員会の裁量で希望種目での参加を認めます。

3

国土交通大臣賞
上級者種目の最多参加艇種の優勝者に文部科学大臣の表彰状を授与します。
文部科学大臣賞

特別表彰
各級・各種目の成績上位者には以下の表彰をします。

シーホッパー級SR上級者 中学生以上高校生以下
ﾐﾆﾎｯﾊﾟｰ級上級者・初級者

初級者種目の最多参加艇種の優勝者に(社)日本ジュニアヨットクラブ連盟会長賞杯と表
彰状を授与します。この賞杯は持ち回りとし、翌年の返還時にレプリカを授与します。

8歳以上中学生以下
10歳以上中学生以下

大会参加選手全員に参加賞を差し上げます。

OP級初級者の入賞者、第1位から第10位までに、(社）日本ジュニアヨットクラブ連盟会
長の表彰状を授与します。

OP級初級者以外の各種目の上位入賞者、第1位から第6位までに、(社)日本ジュニアヨッ
トクラブ連盟会長の表彰状を授与します。(但し、参加艇数が6艇未満の場合は第1位から
第3位までとします。）

一般表彰

本大会は、選手を教育、指導する立場から、その所属するクラブの指導者・保護者が大会及
びレース運営について意見や疑義を申し立てる場合は、参加申込みをした指導者・保護者の
うち、あらかじめ届出のあった代表者一人（当連盟公認指導員であること）に限定されるも
のとします。

上級者種目に参加する選手は、充分な競技規則の理解と帆走技術を持っている事。
なお、現在ＪＳＡＦ会員であることが望ましい。
受付にて会員登録申込みを受付けます。

主催者が参加を認めた選手

（社）日本ジュニアヨットクラブ連盟会長賞

【参加注意事項】
未加盟のクラブについては、申し込み時に加盟登録をお願いします。

ﾚｰｻﾞｰ級ﾗｼﾞｱﾙ・4.7上級者
FJ級
SS級

中学生以上高校生以下
中学３年生以上高校生以下
中学３年生以上高校生以下

OP級上級者・初級者



13 参加料

※本大会会前日以降の参加取り消しには原則として参加料等の返却はいたしません。

14 参加申込方法

※

【参加料等振込口座】

【申込書の送付先】
〒401-0301　山梨県富士河口湖町船津3603-1号　Ａ201　

岡　英幸

15 その他 1.
2.
3. 原則としてチャーター艇は用意しません。
4.

5.

16 問合せ･連絡先 第29回日本少年少女オープンヨット大会(東日本地区）
運営委員長 田辺文得（山梨県セーリング連盟理事長）

電話番号　　（事務所）　 0555-62-3813 （山中湖村教育委員会）
FAX番号 　(事務所） 0555-62-9100 （山中湖村教育委員会）
携帯電話番号　　　　　 090-2620-7566
E-mail t-huminori@vill.yamanakako.lg.jp

実行委員会　事務局長岡　英幸（山梨県セーリング連盟理事）
電話番号 　（携帯） 090-2754-6732
E-mail oka_hideyuki@yahoo.co.jp

17 責任の所在

最後に、本実施要項第4項「協力」で示されているように、参加ジュニアヨットクラブの
指導者・保護者は大会運営の最善の協力者である事をお約束下さい。

参加クラブのコーチボートについては、運営救助艇として支援協力を頂く条件で、ボー
トの持込を許可しますが、別添「宿泊要項及び連絡事項」の支援艇に関する項に従い
「船舶届出済証」を取得して下さい。燃料は1日10リットル限度補助します。（詳細は実
行委員会事務局にお問合せ下さい。）

（1）選手参加料(交流会費込み) 12,000円/1人

所定の「参加申込書」と「参加選手リスト」に必要事項を記入の上、揃えて期限までに
下記申し込み先宛へ郵送して下さい。また同時に、参加料等は申し込み先とは別の社団
法人日本ジュニアヨットクラブ連盟の下記の郵便口座へ専用の「払込取扱票」にクラブ
名、各人数、金額等の必要事項を記入の上、振込手続きをして下さい。
参加申込書は、J.J.Y.U.に加盟しているクラブの代表者宛に、平成21年3月15日までに送
付します。

（2）交流会費(指導者・保護者)  1,500円/1人
（3）弁当代(選手、指導者･保護者、同伴小中学高校    700円/1食(飲物1個付き）

※山中湖カップ参加料　1艇　2,000円(当日受付）

郵便口座番号 :００１９０－１－７１３８３１

参加申し込みと参加料等振込はクラブ参加者を一括してクラブ代表者である指導者が
行ってください。

大会参加者は健康保険証（カード又はコピー）を持参してください。
大会参加者は自らスポーツ傷害保険及び傷害賠償責任保険に加入してください。

※参加申込書の提出締切日　平成21年4月10日(金)　必着
※山中湖カップは当日参加受付になります。運営協力費として１艇2,000円を当日お支払
下さい。事前申し込みは不要です。

口座名義 : 社団法人日本ジュニアヨットクラブ連盟　理事　佐藤精知夫

（第29回日本少年少女オープンヨット大会（東日本地区）事務局長）

またスタートするかあるいはレースを継続するかどうかを決める責任は各クラブ(代表者)及び各艇にあり
ます。

本大会の主催者･関係各団体及びレース委員会は、大会前、大会中、または大会後に受けた人的
損傷もしくは生命の喪失、または物的損傷に対するいかなる責任も負いません。



 

   Ａ湖面 （ＯＰ級上級者）  コース  Ｓ－１－２－３－１－３－Ｆ             
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