
競技会名 第２６回ジュニアヨット国際親善レガッタ

（ミキハウスカップ東京2016）

共同主催

後　 　援

（申請中）

特別協賛

協　 　賛

協　 　力

一般社団法人日本ジュニアヨットクラブ連盟(以下JJYＵという)

東京都ヨット連盟

文部科学省、東京都

公益財団法人日本セーリング連盟（以下ＪＳＡＦという。）(承認番号H28-26）

ＭＩＫＩ　ＨＯＵＳＥ　（株式会社ミキハウス）

大塚製薬株式会社

非営利活動法人マリンプレイス東京、夢の島ヨットクラブ、江東区ヨット連盟ジュニアヨットクラブ、

中央区ヨット連盟ジュニア部、江東区立小中学校セーリング部

期　 　日 ２０１６年９月４日(日) 小雨決行

会　 　場 東京都立若洲海浜公園ヨット訓練所

競技種目 １．OP級上級者

２．OP級初級者

３．レーザー４．７

レ ー　ス　公　示

１．適用規則

　１．１　２０１３－２０１６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します。

　　ただし、帆走指示書によって変更された部分を除きます。

　１．２　付則Ｐを適用します。

　１．３　使用言語間で矛盾が生じた場合は、英文を優先します。

２．広告

　主催団体により選択され提供された広告を表示するよう要求することがあります。

３．参加資格

　３．１　国内参加選手は 2016年度ＪＳＡＦ会員である者

（会員未登録の場合は参加受付時に会員登録の申し込みをして下さい。）

　３．２ 主催者が参加を認めた選手

　３．３ 各種目の年齢制限（2016年４月２日現在）を満たす者

①　OP級上級者 　８歳以上中学生以下

②　OP級初級者 　６歳以上中学生以下

③　レーザー４．７ １０歳以上中学生以下

　３．４　これまでの本レガッタのＯＰ級初級者種目で入賞の成績に入った者は、

 ＯＰ級上級者種目に参加しなければならない。

 但し、参加申込時に第９項「表彰」の辞退すれば 同種目の参加を認めます。

実　施　要　項



４．参加料等及び参加申込み方法等

　　　４．１　参加料等は次の通りです。

選手 (JJYU登録ｸﾗﾌﾞ員) ４，０００円/１人（親善パーティー費を含む）

(JJYU非登録ｸﾗﾌﾞ員) ５，０００円/１人（親善パーティー費を含む）

指導者･保護者（JJYU登録ｸﾗﾌﾞ員） １，０００円/１人（親善パーティー費）

　　　　　　　　　（JJYU非登録ｸﾗﾌﾞ員）１, ５００円/１人（親善パーティー費）

　　　４．２　チャーター艇料金

競技種目の中でOP級とレーザー4.7のチャーター艇を夫々１０艇を用意しています。

チャーターは遠隔地優先とし、先着順でレガッタ期間中下記料金で貸出します。

チャーター料金は参加料と一緒に振り込んで下さい。

OP級：国産艇　3,000円　IOD95対応艇　8,000円　レーザー4.7　10,000円

　　　４．３サポートボートの持ち込み料金

　　　４．４　所定の参加申込書に必要事項を記入の上、２０１６年８月２３日（火）までに、

　　　　　　下記の申込み先宛てにメール又は郵送して下さい。

参加申込み先

　〒251-0016　神奈川県藤沢市弥勒寺４－１１－９

第２６回ジュニアヨット国際親善レガッタ（ミキハウスカップ東京２０１６）　実行委員会

（一社）日本ジュニアヨットクラブ連盟　　原田浩二

   電話＆ＦＡＸ　0466-25-6704　　携帯　090-6103-2116

   E-mail　harada@potagegarden.co.jp

参加費振込先口座：

三井住友銀行　新橋支店　普通預金　０７４４６１０

（口座名）　ジュニアヨット国際親善レガッタ 「ｼﾞﾕﾆｱヨツトコクサイシンゼンレガツタ」

５．日程

　　　　　９月４日(日）

　７：３０　～　８：３０　　受付（参加資格確認、帆走指示書配布）

　８：３０　～　９：００　　開会式、スキッパーズミーティング

種目別スタート順番とスタート予告信号予定時刻

　　　　　　　　　　　　　　Ａ海面 　　　　　　　　Ｂ海面

　　　　予告信号予定時刻 予告信号予定時刻

　　　　　　　　　　　第１レース

レーザー４．７ 　　　　ＯＰ級初級者 9:55

ＯＰ級上級者

引き続きレースを実施します。

ただし、Ａ海面では１３：３５、Ｂ海面では１４：０５を過ぎてからは予告信号を発しません。

引き続きレースを実施する場合、艇に注意を喚起する為に、予告信号の少なくとも

５分前までに、本部艇に音響信号１声とともに「オレンジ旗」が掲揚されます。

１６：００　～　１７：３０　　　閉会式（表彰）、親善パーティー

１８：００  　　　　　　　　　　会場清掃後終了、解散 　

※ 親善ﾊﾟｰﾃｨｰ終了後に、全員で会場内を清掃後解散とします。

※ 以上、天候等によりやむを得ずレガッタ日程、予告信号時刻を変更することがあります。

　　　　　種　目 　　種　目

　　　　　　　　　　　　第１レース

9:55

10:00

東京都立若洲海浜公園ヨット訓練所へのヨット、サポートボートの持ち込みには利用料が徴収されます。

ジュニアヨットは減免措置（半額）により、１艇１日当たりヨットは５００円、サポートボートは７５０円です。

ヨットについてはレガッタ主催者で負担しますが、サポートボートは各クラブの負担としますので、

参加料と一緒に振り込んでください。



６．帆走指示書　

帆走指示書は２０１６年９月４日（日）の受付時に配布するレガッタプログラムに記載します。

事前には、２０１６年８月下旬にＪＪＹＵ及び東京都ﾖｯﾄ連盟のホームページで公開します。

ホームページURL　JJYU　　　　　　　 　http://www.jjyu.net/

７．コース

帆走するコースは添付図（図ー２　コース）の通りです。

Ｂ海面のレースエリアはポンド内で行います。

又、Ｂ海面のレース運営については開会式後に詳細を説明します。

８．レース回数

　　　８．１　A海面は３レースを予定し、Ｂ海面は可能な限りの回数を実施しますが、レガッタは１レースをもって

成立します。

　　　８．２　成立した全てのレースの合計点を計算して順位を確定します。（これは付則Ａ２を変更するものです。）

９．表　　　彰　

　　　９．１　ＯＰ級上級者の優勝者には、ミキハウス株式会社から、ブレザーを授与します。

　　　９．２　ＯＰ級上級者、ＯＰ級初級者の優勝者にはそれぞれミキハウスカップ（持ち回り）を授与します。

　　　９．３　各種目の入賞者（第１位、第２位、第３位）にはＪＪＹＵのメダルを、各種目の入賞者（第１位から

第６位まで）にはＪＪＹＵ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。）

　　　９．４　クラブ対抗チームレースを行いますが、詳細は下記９．６に記します。優勝クラブの特別賞として、1名を

ＪＪＹＵ主催の海外ｾｰﾘﾝｸﾞ研修又はその他の海外ｾｰﾘﾝｸﾞ研修に派遣し、その渡航費の一部を援助します。

　　　９．５　参加賞及びその他副賞として株式会社ミキハウスから提供の賞品が多数予定されています。

　　　９．６　クラブ対抗レースの得点方法と順位確定方法は次の通りとします。

①参加ジュニアクラブの選手が参加する全クラスの内、複数クラブ且つ６艇以上が参加したクラスの順位を

　　得点として採用します。順位はレース公示の８．２に基づきます。

②６艇以上が参加したクラスにおいて、各クラブの上位３艇の順位の合計を得点とします。

　　但し、クラブの参加艇数が３艇未満のクラブの場合は、３艇に満たない艇数について、１艇につき

　　参加艇数の最大のクラスの最下位の順位を得点に加算します。

③クラブの参加艇数の評価点として、そのクラブの参加艇数４艇以上６艇未満の場合は－１点、

　　６艇以上１０艇未満の場合は－２点、１０艇以上の場合は－３点の評価点を加算します。

④遠隔地からの参加を評価する為に、クラブが所在するエリアの評価点として、東海エリア、

　　東北エリア、甲信越エリアには－１点、中部エリア、北陸エリアには－２点、それ以外の

　　エリアは－３点の評価点を加算します。

⑤チャーター艇を利用した場合は、４艇未満の場合は１点、４艇以上６艇未満の場合は２点、

　　６艇以上の場合は３点を加算します。

⑥以上の②、③、④、⑤の加減の結果、３艇の順位の合計点と各評価点を加えた得点が低いクラブを

　　優位として順位を確定します。尚、同点の場合は、合計した３艇の順位の内ＯＰ級上級者クラスで

　　の上位選手のクラブを優位とします。

１０．責任の所在

　　１０．１　本レガッタの主催者・関係各団体及びレース委員会は、レガッタ前、レガッタ中、またはレガッタ

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わない。

　　１０．２　レースに参加するか、またはレースを続けるかについての艇の決定の責任は、その艇にの

みありますが、同時にその艇の選手が所属するクラブの代表者（責任者）はその決定につい

て確認をして、結果クラブの選手全員について把握することとします。

１１．保険

レガッタ参加者はスポーツ安全保険又は同等の有効な保険に加入しておいてください。

添付　 １．レースエリア図 (図ー１）

２．コース図（図ー２）

　　　　　　　　　　　　東京都ﾖｯﾄ連盟  　http://www.tsaf.com/



追加情報
①駐車場料金　１日１台　500円は直接NPO法人マリンプレイス東京事務所にお支払下さい。
②昼食は選手、指導者・保護者各自でご用意下さい。

③尚、９月４日は、在日外国の方（親子）を対象にセーリング体験試乗会を実施する予定です。



図 -1レースエリア　Diagram-1 Racing Area
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図－２　コース　　Diagram－２　The courses  Diagram－２　The courses   
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②

①

②

図-2-1

　　　　　　　ＦＪ級、セーリングスピリッツ級、②　レーザー４．７　

Diagram-2-1  ①  OP Advannced Class  
             　

 ② 　Laser 4.7,    

①  OP級上級者
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図-2-2-1　　      ＯＰ級初級者  
Diagram-2-2-1  OP Beginners' Class 
※ＯＰ級（初級者）のコースは気象・海象状況により、図-２-２-１又は図-２-２-２を使用する。

※OP Biginners's Class may use the course as per Diagram-2-2-1 or Diagram-2-2-2

   depending on the weather condition.
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図-2-2-2            ＯＰ級初級者
Diagram-2-2-2    OP Beginners' Class 
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