
第６８回四国地区大学総合体育大会ヨット競技 

（2017年全日本学生個人ヨット選手権大会四国水域予選） 

（2017年全日本女子ヨット選手権大会四国水域予選） 

兼 2017年 四国４７０級選手権大会 

兼 2017年 四国スナイプ級選手権大会 

兼 2017年 四国セーリングスピリッツ級選手権大会 

 

レース公示 

 

 

共同主催  四国学生ヨット連盟・四国 470協会・四国スナイプ協会・ 

徳島県セーリング連盟・香川県ヨット連盟・愛媛県セーリング連盟 

 協  力  徳島大学 

会  場  愛媛県新居浜市 新居浜マリーナ 

         愛媛県新居浜市垣生３丁目乙３２４番地 

         松山自動車道「新居浜ＩＣ」から車で１５分 

         http://www.niihama-marina.com/ 

期  日  平成２９年６月３０日（金）～７月２日（日） 

競技種目  国際４７０級・国際スナイプ級・セーリングスピリッツ級 

 

1. 規則 

(1)本レガッタには、｢セーリング競技規則 2017－2020｣（以下 RRS という）に定義された規則が

適用される。 

(2)全日本学生ヨット連盟規約、当該クラス規則、「470 級学連申し合わせ事項」及び「スナイプ

級学連申し合わせ事項」を適用する。 

(3)RRS42の違反に対し、付則Ｐを適用する。 

(4) SCIRA規則 の「国内選手権および国際大会運営のため運営規則」は適用しない。 

 

2. 参加資格 

2.1  第 68回四国地区大学総合体育大会 

(1)団体戦は各クラス各校 3艇とし、参加申込書にて団体戦登録をしていること。 

(2)団体戦登録は、3艇に満たない場合でも公示 12に示す条件により、行うことができる。 

(3)参加選手は、以下の項目を満たしていること。 

(a)全日本学生ヨット連盟規約第 6条を満たしていること。 

(b)2017 年度(公財)日本セーリング連盟会員であること。 

 (d)参加申込時にメンバー表に記載されている者。 

(e)470クラスは、2017年度日本 470級協会団体登録会員であること。 

(f)スナイプクラスは、2017年度 SCIRA登録を完了した者。 



 

2.2  四国４７０級・スナイプ級・セーリングスピリッツ級選手権大会 

(a) 2017 年度(公財)日本セーリング連盟会員であること。 

(b)各クラスとも 2017年度当該クラス協会員であること。 

 

3. 参加料 

3.1 第 68回四国地区大学総合体育大会 

 (1) エントリー料 15,000円/艇 

 (2) レセプション参加料 2,000円/人 

 

 3.2 四国４７０級・スナイプ級・セーリングスピリッツ級選手権大会 

 (1) エントリー料 10,000円/艇 

 

4. 参加申込 

4.1 第 68回四国地区大学総合体育大会 

参加申込書を申込担当者にメールで送付し、参加料及びその他費用の送金により申込が完了す

ることとする。 

申込先 ： 徳島大学ヨット部      

       メール：tuyc1954.naruto@gmail.com 

申込期日 ： 平成２９年６月１６日（金） 

  

<参加料振込先> 

郵便局 記号 15440番号 31320261 

  徳島大学ヨット部 

 

4.2  四国４７０級・スナイプ級・セーリングスピリッツ級選手権大会  

 （1）参加申込書をメールにて送付すること。参加料は当日集金する。 

    申込先：ohtsuki@mazsan1957.com 

            愛媛県セーリング連盟 大槻 映幸 

   申込期日:6月 23日（金） 

  （2）四国地区大学総合体育大会にエントリーしたチームは自動的に四国 470級選手権、 

四国スナイプ級選手権にエントリーしたとみなす。 

 

5. 当日提出書類 

参加者は大会本部で申し込み時に提出した書類と下記に示す書類を照合することにより、受付

を完了する。 

【必要書類】 

1 2017年度日本セーリング連盟会員証(コピー可) 

mailto:ohtsuki@mazsan1957.com


2 参加選手の学生証(コピー可)※大学生のみ 

3 レース艇の艇体計測証明書 

4 日本スナイプ協会(SCIRA)会員証 

5 セール計測証明書 

 

6. 日  程 

 6.1 レース日程 

6月 30日(金) 

11:00～ 受付(マリンパーク新居浜) 

15:00～ 主将会議・艇長会議(マリンパーク新居浜) 

16:00～ 開会式(マリンパーク新居浜) 

18:00～ レセプション(マリンパーク新居浜) 

 

7月 1日(土) 

 8:00   受付（四国 470級・スナイプ級・セーリングスピリッツ級選手権） 

9:55  470級 第 1レース予告信号 

10:02  セーリングスピリッツ級 第 1レース予告信号 

10:09  スナイプ級 第 1レース予告信号 

    引き続き、レースを実施する。 

 

7月 2日(日) 

8:55  470級 当日最初のレースの予告信号 

9:02  セーリングスピリッツ級 当日最初のレースの予告信号 

9:09    スナイプ級 当日最初のレースの予告信号 

  引き続き、レースを実施する。 

16:00～ 表彰式、閉会式 

     ※最終日は 14時以降のスタート予告信号は発しない。 

       

 6.2  レース数 

   本大会は、最大 7レースを予定する。なお、1日に実施するレース数は、レース委員会の裁量

で決定する。 

 

7. 艇 

  7.1 第 68回四国地区大学総合体育大会 

(1) ４７０級は「470 級学連申し合わせ事項」に合致している艇であること。 

（2）スナイプ級は「スナイプ級学連申し合わせ事項」に合致し、SCIRA2017 年度登録している

こと。  

7.2  四国４７０級・スナイプ級・セーリングスピリッツ級選手権大会 



 (1) 各艇は有効な計測証明書を提示しなければならない。 

 

8. セール 

(1)セールは、参加申し込み時に登録された自校所有のセールを使用すること。 

(2)国際 470 級は基本計測が実施され、国際スナイプ級は 2017年度計測が終了している

こと。 

(3)同一レースにおいて、同一ナンバーの使用は認めない。なお、ダッシュナンバーにつ

いても同一とみなす。 

(4)470級のスピネーカーとセールナンバーは同一でなければならない。 

(5)予備セールは各校、各クラスにつき、1セットを登録できる。参加申し込み時に登録

すること。 

(6)予備セールの使用は、レース委員会の事前の承諾を要す。 

  

9. 帆走指示書 

大会の帆走指示書は受付時に配布する。 

 

10. レース・コース 

  帆走するコースはトラペゾイドコースを用いる。詳細は帆走指示書に示す。 

 

11. レース・エリア 

  レース・エリアは、マリンパーク新居浜沖に設置する。 

  

12. 得  点 

  12.1 第 68回四国地区大学総合体育大会 

(1) RRS 付則 A に規定された「低得点方法」を適用する。各ヨットの総得点は全てのレ

ースにおけるそのヨットの得点の合計とし、団体戦においてもその得点を用いるもの

とする。艇の得点は、完了した全てのレースの得点の合計とする。 

(2) 各チームの得点は、各クラスに団体戦登録をした艇の全得点を加算し、得点の少な

いチームを上位とする。なお、団体戦登録艇数が 3 艇に満たない場合でも参加艇以外

の艇については各レース参加艇数＋1点を加算する。 

(3) 総合順位は、両クラス団体戦登録をした艇の全得点を加算し、得点の少ないチーム

を上位とする。 

(4) タイについては、RRS A8の「艇」を「チーム」と置き換えて適用する。 

(5)本大会の成立は、１レースを完了することを必要とする。 

 

  12.2 四国４７０級・スナイプ級・セーリングスピリッツ級選手権大会 

(1)本大会の成立は、１レースを完了することを必要とする。 

(2)５レース以上完了した場合、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。 

13. 支援艇    

(1）支援艇は受付時に大会本部で登録しなければならない。 

  (2) 支援艇はレース委員会が支給するピンク色旗を掲揚しなければならない。[DP] 

 

14. 保 険   

参加艇は有効な第三者賠償責任保険と傷害保険に加入していなければならない。 

 

15. 責任の否認  

競技者は、大会において自らの責任は全て負う。ＲＲＳ４「レースをすることの決定」参照。 

大会主催者は、大会期間中及び前後の物損、死傷等についての一切の責任を負わない。 

 

16. 賞 

16.1 四国地区大学総合体育大会 

総合 賞状 1位 

団体戦 各クラス 賞状 1位 

個人戦 各クラス 賞状 1位～3位 

16.2 四国 470級・スナイプ級・セーリングスピリッツ級選手権大会 

 各クラス 賞状 1位～3位 

 四国水域に属する各クラス上位の艇に、2017年度全日本選手権への出場権を与える。 

 

17. 無線通信 

緊急の場合を除き、レース中の艇は、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。[DP]  

 

18. その他 

(1)施設への搬入、搬出の手続きは各自で行う。 

(2)大会期間中の施設使用料はエントリー料に含まれる。ただし、支援艇の艇置料は含まれない。 

 

19. 問い合わせ先 

    大会連絡先 

      大槻 映幸 

      〒791-8071 

      愛媛県松山市松ノ木 1-7-35 

      TEL:080-2981-7135    Email:ohtsuki@mazsan1957.com 


