
 2022 年第 41 回北海道ジュニアヨット大会 

（オープンスキフ級北海道選手権）  

兼 ALL北海道レガッタ 

兼 島田重司氏追悼大会 

 主催：北海道セーリング連盟 北海道ジュニアヨット連盟  

   北海道 470協会 北海道スナイプ協会 

小樽セーリング協会 一般社団法人小樽セーリングクラブ  

期日：2022年 7月 30日（土）31日（日） 

場所：小樽市祝津ヨットハーバー 

レース公示（NoR） 

 [NP]の表記は、艇は、他艇の規則違反に対し抗議できないことを意味する。

これは、規則 60.1(a)を変更している。 

1 規則 

1.1 本大会には『セーリング競技規則 2021-2024』に定義された規則が適用され

る。 

1.2 公示は、北海道セーリング連盟ホームページ（以下大会ホームページ）で入

手できる。紙ベースでの配布は行わない。 

大会ホームページ URL https://hsaf.jimdofree.com/race-1/ 

2 帆走指示書 

2.1 帆走指示書は、2022年 7月 23 日（土）以降に大会ホームページ、およびオ

ンライン公式掲示板で入手できる。 

3 コミュニケーション 

3.1 オンライン公式掲示板は、大会オープンチャットに設置する。大会オープン

チャットへの登録及びオンライン手続きについては、帆走指示書に示す。 

3.2 [DP] レース中、緊急の場合を除き、艇は、音声やデータを送信してはなら

ず、かつ、すべての艇が利用できない音声やデータ通信を受信してはならな

い。 

4 [NP]参加資格および申し込み 

4.1 有効な 2022 年度日本セーリング連盟会員であること。 

4.2 レーティング・システムは、レース中のすべての艇に適用される。 



4.3 クラス分け 

【クラス】 【艇種】 【登録人数】 

ジュニアクラス オープンスキフ級、OP級 1 名 

シングルハンドクラス レーザー級、レーザーラジアル

級、レーザー4.7 シーホッパー

級、シーホッパーSR級、420級 

1 名 

ダブルハンドクラス 470 級、スナイプ級 2 名 

 

4.4 参加資格のある艇は、添付の書式を完成させ、必要な参加料と共に 2022 年

7月 23 日（土）までに事務局まで送付することにより、参加申込をすること

ができる。 

4.5 艇は、オンライン https://forms.office.com/r/ZKxG9wvxRX 登録により、参

加申込をすることができる。 

4.6 本大会に参加申込をしたと見做されるためには、艇は、すべての登録要件を

完了し、すべての参加料を支払わなくてはならない。 

5 参加料 

5.1 参加料は、以下のとおりとする。 

クラス １艇の参加料 

ジュニアクラス ¥5,000 

高校生 1艇当たり ¥5,000 

シングルハンドクラス 

大学生以上 

¥6,500 

ダブルハンドクラス ¥6,000 

 

5.2 参加料は、参加申し込みと共に、次の通り納入する。なお手数料は納入者の

負担とする。 

納入締切日：2022年 7月 23日（土） 

納入先：北海道銀行 道庁支店 普通 0717736  

一般社団法人小樽セーリングクラブ 

6 日程 

6.1 日程 

7月 30 日（土） 

ブリーフィング               12:00 



ダブルハンドクラス第 1レース予告信号    13:30 

シングルハンドクラス第 1レース予告信号   13:35 

ジュニアクラス第 1レース予告信号      13:40 

第 2レース以降は順次行う。いずれのクラスも最終予告信号は 16:00を超え

て発しない。 

 

7月 31 日（日） 

ブリーフィング               09:00 

ダブルハンドクラス当該レース予告信号    10:30 

シングルハンドクラス当レース予告信号    10:35 

ジュニアクラス当該レース予告信号      10:40 

以降は順次行う。いずれのクラスも最終予告信号は 13:00 を超えて発しな

い。 

6.2 レース数 

クラス 最大レース数 1日あたりの 

レース数 

全てのクラス 6 3 

 

7 開催地 

7.1 小樽市ヨットハーバー （小樽市祝津 3丁目） 

8 コース 

8.1 帆走するコースは、帆走指示書に示す。 

8.2 使用するマークは、帆走指示書に示す。 

9 ペナルティー方式 

9.1 ジュニアクラスについては、RRS 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。 

10 得点 

10.1 得点方式は、次のとおりとする。低得点方式 

10.2 シリーズの成立には、1レースを完了することが必要である。 

10.3 艇のシリーズの得点は、レース得点の合計としなければならない。 

10.4 艇のシリーズの得点は、最も悪い方から 1つ得点を除外したレース得点の合



計としなければならない。 

10.5 (a) 完了したレースが、4レース以下だった場合、艇のシリーズの得点は、

レース得点の合計とする。 

(b) 完了したレースが、5レース以上だった場合、艇のシリーズ得点は、最

も悪い得点を除外したレース得点の合計とする。 

11 チャーター艇 

11.1 チャーター艇を若干数準備する。先着順とする。 

チャーター料 レース期間通して￥5,000 

12 リスク・ステートメント 

12.1 RRS 3には『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、その艇にのみある。』とある。大会に参加することによって、

それぞれの競技者は、セーリングには内在するリスクがあり、潜在的な危険

を伴う行動であることに合意し、認めることになる。これらのリスクには、

強風、荒れた海、天候の突然の変化、機器の故障、艇の操船の誤り、他艇の

未熟な操船術、バランスの悪い不安定な足場、疲労による傷害のリスクの増

大などがある。セーリング・スポーツに固有なのは、溺死、心的外傷、低体

温症、その他の原因による一生消えない重篤な傷害、死亡のリスクである。 

13 保険 

13.1 各参加艇は、スポーツ安全保険ないしそれに準ずる保険に加入していること

を推奨する。 

13 賞 

13.1 賞を次のとおり与える。 

各クラス 1〜3位において北海道セーリング連盟会長の表彰状を授与する。 

その他 

13.2 ジュニアクラスのうちオープンスキフ級の成績は全日本大会への推挙要項

とする。 

13.3 本レガッタは 2022 年度の当水域からの各 470・スナイプ級全日本選手権出

場権を与える選考レースとする。 

参加資格を得た全日本 470、全日本スナイプ出場希望者は 8/1月曜日までに

各クラス協会北海道フリートに連絡をすること。  

出場枠は各クラス 2枠。 

14 [DP] [NP]コロナウイルス感染予防対策 

14.1 選手は厚生労働省が公表する「新しい生活様式」を遵守すること。 

14.2 大会当日、以下の事項に該当する場合は参加を見合わせること 



1：体調が良くない場合（例：37.5℃以上の発熱・咳・咽頭痛などの症状が

ある場合） 

2：同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

3：過去 14日以内に政府から入国制限、入国の観察期間が必要とされている

国、地域等への渡航または当該在住者との濃厚接触がある場合 

14.3 大会会場ではマスクを持参の上着用すること。 

14.4 会場では、こまめな手洗い、アルコール消毒を行うこと。 

14.5 他の参加者、主催者スタッフ等との距離を確保すること（できるだけ 2m 以

上、障がい者の誘導や介助を行う場合を除く） 

14.6 大会開催中は大きな声での会話、応援等をしないこと。 

14.7 感染拡大防止のために主催者が決めたその他の措置を遵守し主催者の指示

に従うこと。 

14.8 大会終了後 2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は主催

者に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告すること。 

15 シングルハンドシリーズ戦 

15.1 シングルハンドシリーズ戦(OP クラスは除く)には自動エントリーとする。 

16 問い合わせ先 

16.1 小樽ヨット少年団 田口 真一 

メールアドレス：yac647@gmail.com 

電話：090-5123-7203 

 

mailto:yac647@gmail.com

