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秋季関東選手権 2018 年
開催地：相模湾 秋谷沖
期 間：9 月 29 日(土)～30 日(日)
主 催：日本 J/24 クラス協会 関東支部
合同開催：2018 メルジェス２０クラスオータムレガッタ
レース公示(NOR)
1

規則

1.1

本レガッタには、国際セーリング競技規則 2017-2020（以下 RRS）に定義された「規則」及び国際 J/24 協

会規則（IJCA Class Rule）を適用する｡MELGES20 については、MELGES20 The International
One Design Class Rule を適用する。
1.2

J/24クラスルールC.2.1 を次のとおり変更する。
（1） 乗員人数の変更を認め、総体重が400kgを超えないことを条件に登録時に登録された乗員リスト内での
交代は認める。
（2） 複数の艇に重複して登録することはできない。

1.3

チャーター艇で参加をする場合、艇体番号とセール番号の不一致は、これを認める。

1.4

J/24 クラスルール C.5.2.b.2 を次のとおり変更する。
（1） ロラン、及び艇の位置を特定する機器の使用を禁止する。艇はレース委員会が用意した GPS のみ搭載
し、それ以外の GPS の使用は禁止する。
（2） レース中、搭載した GPS を操作してはならない。また、画面に表示された数値を読み取ってはならない。

1.5

MELGES20 クラスルール B.4（セールリミテーションマーク）を次のとおり変更する。

（1） 当該条項を除外する。
1.6

MELGES20 クラスルール C.2.2(b)を次のとおり変更する。
（1） 参加申込時に乗員登録することを条件に乗員の変更を認める。但し一日の中での交代および乗員数の
変更をすることはできない。

２

参加申し込み

2.1

J/24 クラスの全乗員は、2018 年度 JSAF 会員及び 2018 年度 NJCA または IJCA の会員であること。ただ
し、スキッパー及びヘルムスマンは、2018 年度 NJCA または IJCA の正会員、もしくは NJCA のジュニア会員で
なければならない。MELGES20 クラスの乗員は 2018 年日本メルジェス協会会員であること。

2.2

参加艇は、添付の参加申込書を完成させ、9 月 26 日（水）20：00 までに、下記宛先まで
E-mail にて参加申込をすることができる。
〔宛先〕 J/24 関東フリート広報（志賀）： j24_kanto_fleet_pr@yahoo.co.jp
〔宛先〕 日本メルジェス協会

３

： info@jpmelges.com

参加費用
必要とされる参加料は 25,000 円とし、以下の口座に振り込むこととする。
〔口座〕 J/24 クラス
みずほ銀行 品川支店 普通 口座番号：8068802 J24 関東フリート

〔口座〕 メルジェス 20 クラス
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みずほ銀行 中目黒支店 普通 口座番号：2088759 ニホンメルジェスキョウカイ
４
4.1

日程
レースの日程を次の通りとする。
9 月 29 日（土）
10:25

MELGES20 クラス スタート予告信号時刻

10:30

J/24 クラス

スタート予告信号時刻

17:30

パーティー

油壷京急マリーナ 2 階

9 月 30 日（日）

4.2

10:25

MELGES20 クラス スタート予告信号時刻

10:30

J/24 クラス

スタート予告信号時刻

セーリング競技規則 29.3 の場合を除き、
J/24 クラスは 29 日の最終レースは 13:30 以降のスタートは行わない。
両クラスは

4.3

30 日の最終レースは 14:30 以降のスタートは行わない。

初日(29 日)に油壷京急マリーナにて関東選手権のパーティーを開催。
参加費：一人 \1000 円

５

帆走指示書
帆走指示書は J/24 関東フリートまたは日本メルジェス協会の WEB サイトで 9 月 19 日以降に入手できる。
http://kanto-fleet.lets-sports.net/

http://jpmelges.com/
６

開催場所
秋谷沖とする。

７

得点

7.1

付則Ａの低得点方式を適用する。

7.2

シリーズが成立するためには、１レースを完了することを必要とする。

7.3

最大 7 レースを予定している。

7.4

総得点は次のとおりとする。
(a) 完了したレースが 4 レース以下の場合、レース得点の合計とする。
(b) 完了したレースが 5 レース以上の場合、最も悪いレース得点を除外したレース得点の合計とする。

８

GPS の搭載
J/24 クラスの艇は、レース委員会が用意した GPS を、ケースを開封せずに艇のキャビン内のスターボード側の棚
に上向きに固定しなければならない。
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賞
本レガッタで総合 1〜3 位となった艇に賞が与えられる。
MELGES 20 クラスの成績は 2018 年 MELGES World League のポイントに加算される。
J/24 クラス、MELGES20 クラスともに 2019 年 1 月に予定している新年会で表彰する。

１０

責任の否認
競技者は、完全に自己のリスクでレガッタに参加している。規則 4「レースをすることの決定」参照。レガッタ主催団
体は、レガッタに関連した、あるいはレガッタ期間中およびその前後に受けた、物的損傷または個人の傷害もしくは
死亡に対する責任を否認する。

１１

これ以上の情報
これ以上の情報に関しては、下記へお問い合わせ下さい。
J/24 関東支部 フリートキャプテン 細山 智久
TEL：090-8052-2780
E-Mail：good_speed_jpn3977@yahoo.co.jp
LINE ID : jpn3977
J/24 関東支部 広報 志賀翔太
TEL：080-4833-3292
J/24 関東支部 広報 駒崎ナエコ
TEL：090-6141-7738
E-Mail：j24_kanto_fleet_pr@yahoo.co.jp

日本メルジェス協会 山田 寛
TEL：090-1098-6919
E-Mail：kan@jfpsailing.com

[Web サイト]
日本 J/24 クラス協会

http://www.j24.gr.jp/

日本 J/24 クラス協会関東フリート

http://kanto-fleet.lets-sports.net/

日本メルジェス協会

http://jpmelges.com/
以上

